
  

  

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）１．当四半期における業績予想の修正有無：無 

２．１株当たり当期純利益予想につきましては、本年10月１日付の丹平中田株式会社の完全子会社化のための株式
交換契約に伴う当社株式の交付数（858千株）を考慮して５月11日に発表した数値を補正しております。 
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代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）石黒 傳六 

問合せ先責任者 （役職名） 
取締役常務執行役員 

財務・広報ＩＲ担当
（氏名）三宅 俊一 （ＴＥＬ） 03-5219-5102 

四半期報告書提出予定日 平成22年8月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     
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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  529,039  4.3  6,634  335.3  8,966  132.7  5,047  232.7

22年3月期第１四半期  507,323  5.6  1,524  △77.9  3,853  △56.4  1,516  △63.4

  
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  100  21  －      

22年3月期第１四半期  36  33  －      

  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  970,548  224,969  22.7  4,383  29

22年3月期  941,629  223,263  23.3 4,351 58

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 220,784百万円 22年3月期 219,189百万円

  
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  －        44 00 －      44 00  88  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  44 00 －      45 00  89  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）  1,047,000  3.3  11,000  109.0  14,600  63.0  6,900  82.9  136  99

通期  2,190,000  6.3  19,600  33.7  27,000  21.1  14,100  34.3  277  57



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」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 

（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おり

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 

１．本資料に記載されている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

にもとづいており、実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 51,824,563株 22年3月期 51,824,563株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,454,880株 22年3月期 1,454,567株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 50,369,763株 22年3月期１Ｑ 41,760,227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、企業収益の改善などにより、景気は着実に持ち直しているも

のの、失業率は高水準にあり依然として厳しい状況にあります。 

医療用医薬品市場におきましては、本年４月１日に実施された薬価改定により実質6.5％の薬価基準の引き下げ

が行われるとともに「新薬創出・適用外薬解消等促進加算」という新しい薬価制度が試行的に導入されました。 

このような環境の中、当社グループは、「10－12中期経営計画 進化と拡大 Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」を策定し、当期を初年度

として「ヘルスコンソーシアム構想の実現に向けた取り組み強化」「卸売事業のネットワークの拡大と付加価値の

追求」「製造事業の成長基盤構築」「海外事業の展開」「誠実な事業活動を基盤としたＣＳＲ経営の推進」に取り

組んでおります。本年５月、平成20年２月にセルフメディケーション事業分野で資本・業務提携した丹平中田株式

会社（本社：大阪市）と、当社を完全親会社とし丹平中田株式会社を完全子会社とする株式交換を実施することに

基本合意し、本日、株式交換契約を締結いたしました。 

当第１四半期における連結業績につきましては、売上高5,290億39百万円（前年同期比4.3%増）、営業利益66億

34百万円（前年同期比335.3%増）、経常利益89億66百万円（前年同期比132.7%増）、四半期純利益50億47百万円

（前年同期比232.7%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。 

  

医薬品等卸売事業の販売面におきましては、薬価基準の引き下げ、昨年流行した新型インフルエンザが終息した

こと等の影響がありましたが、抗がん剤や生活習慣病領域における新製品の需要が好調に推移しました。利益面に

おきましては、新薬価制度のもとで適正利益の確保に努めました。これらの結果、医薬品等卸売事業の売上高は

5,248億64百万円（前年同期比4.3%増）、営業利益は62億97百万円（前年同期比523.1%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0百万円を含んでおります。 

  

医薬品等製造事業におきましては、薬価基準の引き下げ、インフルエンザウィルスキット「キャピリアFlu 

A+B」等の需要が前期と比較して低下したこと等の影響がありましたが、睡眠障害治療剤「モディオダール」等の

販売強化に努めました。なお、本年５月、田辺三菱製薬株式会社と共同開発を実施している睡眠障害治療剤「モデ

ィオダール」の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に伴う残存する日中の過度の眠気に対する効能効果について申請を行い

ました。これらの結果、医薬品等製造事業の売上高は59億96百万円（前年同期比2.6%減）、営業利益は1億円（前

年同期比51.2%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 18億21百万円（前年同期比11.5%

減）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．連結財政状態の変動状況 

当第１四半期連結会計期間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、前連結会計年度末に比べ289億18百万円増加し、9,705億48百万円となりました。主な

要因は次のとおりであります。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ267億43百万円増加し、8,136億20百万円となりました。これは主に、売

上高の増加に伴い、受取手形及び売掛金が155億49百万円増加したことや有価証券が109億97百万円増加したこ

と、その一方で、未収入金が49億56百万円減少したことによるものであります。固定資産は前連結会計年度末に

比べ21億74百万円増加し、1,569億27百万円となりました。これは主に、物流センター用地および建物の取得等

により、有形固定資産が31億16百万円増加し、一方で株式市況低迷の影響を受けて投資有価証券が22億60百万円

減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ272億13百万円増加し、7,455億78百万円となりました。主な要

因は次のとおりであります。流動負債は、前連結会計年度末に比べ271億83百万円増加し、7,169億32百万円とな

りました。これは主に支払手形及び買掛金が263億15百万円増加したことによるものであります。固定負債は、

前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、286億46百万円となりました。 

純資産につきましては、17億5百万円増加し、2,249億69百万円となりました。これは主に、剰余金の配当22億

16百万円および四半期純利益50億47百万円により利益剰余金が28億31百万円増加し、その他有価証券評価差額金

が12億32百万円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



２．連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会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、前連結会計年度末に比

べ95億34百万円増加し、1,048億64百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は178億6百万円（前年同期は104億7百万円のマイナス）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益が90億8百万円、減価償却費が16億10百万円ならびに仕入債務の増加が263億15百万円

あったものの、売上債権の増加162億58百万円、たな卸資産の増加55億6百万円ならびに法人税等の支払48億6百万

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） 

投資活動の結果減少した資金は47億16百万円（前年同期比37億30百万円増）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出38億53百万円、長期前払費用の取得による支出が10億10百万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） 

財務活動の結果減少した資金は35億85百万円（前年同期比27億5百万円増）となりました。これは主に、配当金

の支払が22億16百万円あったことおよび短期借入金が13億円減少したこと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23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（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  

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１四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．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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

（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、経常利益が2百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が46百万円減少しておりま

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124百万円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報



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 87,211 88,635

受取手形及び売掛金 521,559 506,009

有価証券 40,052 29,054

商品及び製品 107,499 102,087

仕掛品 133 107

原材料及び貯蔵品 1,538 1,470

未収入金 46,286 51,242

その他 10,004 9,035

貸倒引当金 △665 △765

流動資産合計 813,620 786,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,217 30,175

土地 48,442 47,891

その他（純額） 11,419 8,895

有形固定資産合計 90,079 86,963

無形固定資産   

のれん 2,985 3,557

その他 4,238 4,105

無形固定資産合計 7,223 7,663

投資その他の資産   

投資有価証券 31,674 33,935

その他 32,746 30,860

貸倒引当金 △4,797 △4,669

投資その他の資産合計 59,623 60,126

固定資産合計 156,927 154,752

資産合計 970,548 941,629



（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 687,302 660,986

短期借入金 2,853 4,103

未払法人税等 5,231 5,184

賞与引当金 7,682 5,798

その他 13,862 13,675

流動負債合計 716,932 689,748

固定負債   

長期借入金 3,732 3,507

退職給付引当金 14,827 14,818

資産除去債務 124 －

その他 9,961 10,291

固定負債合計 28,646 28,616

負債合計 745,578 718,365

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,454 18,454

資本剰余金 84,204 84,204

利益剰余金 123,324 120,493

自己株式 △3,555 △3,554

株主資本合計 222,427 219,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,095 5,327

繰延ヘッジ損益 △4 0

土地再評価差額金 △5,739 △5,739

為替換算調整勘定 6 3

評価・換算差額等合計 △1,642 △408

少数株主持分 4,184 4,074

純資産合計 224,969 223,263

負債純資産合計 970,548 941,629



（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 507,323 529,039

売上原価 473,702 489,925

返品調整引当金戻入額 902 843

返品調整引当金繰入額 762 907

売上総利益 33,760 39,049

販売費及び一般管理費 32,235 32,415

営業利益 1,524 6,634

営業外収益   

受取利息及び配当金 524 611

受取情報料 1,191 1,246

その他 678 555

営業外収益合計 2,394 2,413

営業外費用   

支払利息 26 36

その他 39 44

営業外費用合計 65 81

経常利益 3,853 8,966

特別利益   

固定資産売却益 － 70

投資有価証券売却益 89 136

貸倒引当金戻入額 17 －

退職給付制度改定益 － 18

抱合せ株式消滅差益 － 41

収用補償金 － 110

特別利益合計 107 377

特別損失   

固定資産除却損 81 22

減損損失 203 120

投資有価証券売却損 － 27

投資有価証券評価損 96 96

債務保証損失引当金繰入額 15 －

関係会社事業損失引当金繰入額 － 24

退職給付制度改定損 101 －

特別退職金 34 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 44

特別損失合計 531 335

税金等調整前四半期純利益 3,429 9,008

法人税、住民税及び事業税 2,715 5,093

法人税等調整額 △920 △1,261

法人税等合計 1,794 3,831

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,176

少数株主利益 117 129

四半期純利益 1,516 5,047



（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 3,429 9,008

減価償却費 1,393 1,610

減損損失 203 120

のれん償却額 523 572

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 27

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,938 1,883

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △80 △142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 △531

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86 9

受取利息及び受取配当金 △524 △611

支払利息 26 36

固定資産売却損益（△は益） － △70

固定資産除却損 81 22

投資有価証券評価損益（△は益） 96 96

退職給付制度改定益 － △18

退職給付制度改定損 101 －

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △41

収用補償金 － △110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 44

売上債権の増減額（△は増加） △17,797 △16,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,403 △5,506

未収入金の増減額（△は増加） 111 4,585

仕入債務の増減額（△は減少） 11,621 26,315

その他 1,611 1,011

小計 △8,658 22,051

利息及び配当金の受取額 524 590

利息の支払額 △18 △29

退職給付制度改定に伴う支払額 △55 －

法人税等の支払額 △2,200 △4,806

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,407 17,806



（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) 

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 △88 △94

定期預金の払戻による収入 － 55

有形固定資産の取得による支出 △742 △3,853

有形固定資産の売却による収入 81 70

無形固定資産の取得による支出 △198 △159

長期前払費用の取得による支出 △10 △1,010

投資有価証券の取得による支出 △65 △176

投資有価証券の売却による収入 128 397

貸付けによる支出 △285 △4

貸付金の回収による収入 95 57

その他 100 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △985 △4,716

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） 600 △1,300

長期借入れによる収入 475 300

長期借入金の返済による支出 △12 △25

リース債務の返済による支出 △138 △323

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △1,753 △2,216

少数株主への配当金の支払額 △48 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △879 △3,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,254 9,505

現金及び現金同等物の期首残高 94,803 95,330

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 28

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 82,529 104,864



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 

［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） 

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。 

  

［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） 

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。 

  

［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、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

従って、当社は、「医薬品等卸売事業」及び「医薬品等製造事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「医薬品等卸売事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具・材料等の卸販売をしております。「医薬

品等製造事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具等の製造販売をしております。  

  

（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  503,224  4,098  507,323  －  507,323

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  2,058  2,060 (2,060)  －

計  503,226  6,157  509,384 (2,060)  507,323

営業利益  1,010  206  1,217  306  1,524

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 



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235百万円には、セグメント間取引消去2,089百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,854百万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）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

四半期連結 
損益計算書 

計上額  
（注）２ 

医薬品等 
卸売事業 

医薬品等 
製造事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  524,864  4,175  529,039  －  529,039

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 0  1,821  1,821  △1,821  －

計  524,864  5,996  530,861  △1,821  529,039

セグメント利益  6,297  100  6,398  235  6,634

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



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

  

（株式交換による丹平中田株式会社の完全子会社化について） 

  

 当社は、平成22年８月４日開催の取締役会において、当社が株式交換により丹平中田株式会社を完全子会社とする株

式交換契約書を締結することを決議し、同日付で丹平中田株式会社との間で株式交換契約書を締結いたしました。 

 なお、本株式交換は、アルフレッサ ホールディングス株式会社については会社法第796条第３項の規定により株主総

会の承認を経ずに、丹平中田株式会社については平成22年８月30日開催予定の臨時株主総会において承認を受けたうえ

で、平成22年10月１日を効力発生日とする予定です。 

  

(1)株式交換の目的 

アルフレッサ ホールディングス株式会社と丹平中田株式会社は、セルフメディケーション卸売事業の事業基盤強

化を目的として、将来の経営統合を視野に、平成20年２月に資本・業務提携に関する基本合意書を締結し、両社は連

携して効率化や財務体質の強化などに取り組んでまいりました。これらの取り組みにより、丹平中田株式会社の経営

基盤の整備・強化は順調に進展いたしました。 

今後、当社の子会社であるシーエス薬品株式会社と丹平中田株式会社の連携による経営資源の有効活用と効率化を

より効果的かつ早期に実現し、セルフメディケーション卸売事業の更なる強化を図ることでお客様満足と競争優位性

を高めるため、丹平中田株式会社を株式交換により完全子会社とすることといたしました。 

  

(2)株式交換の条件等 

 ①日程の概要 

 ②株式交換比率 

丹平中田株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式０.１１株を割当交付いたします。 

  

(3)丹平中田株式会社の概要（平成22年３月31日現在） 

（７）重要な後発事象に関する注記

平成22年５月11日 株式交換に関する基本合意書締結 

平成22年８月４日 株式交換決議取締役会 

平成22年８月４日 株式交換契約書締結 

平成22年８月30日 株式交換契約書承認臨時株主総会
（丹平中田株式会社、予定） 

平成22年10月１日 株式交換の効力発生日（予定） 

事業内容 医薬品等卸売事業 

設立年月日 昭和23年３月26日 

本店所在地 大阪市中央区平野町一丁目７番８号

代表者 代表取締役社長  勝木 尚 

資本金 499百万円 

純資産 2,151百万円 

総資産 45,147百万円 
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