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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 2,183,345 6.0 9,313 △36.5 17,931 △19.6 6,587 △37.3
22年3月期 2,059,269 6.4 14,659 66.9 22,292 39.5 10,497 88.6

（注）包括利益 23年3月期 14,523百万円 （10.3％） 22年3月期 13,162百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 129.69 ― 2.9 1.8 0.4
22年3月期 227.20 ― 5.3 2.4 0.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―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

23年3月期 1,078,863 236,768 21.6 4,541.59
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  232,611百万円 22年3月期  219,189百万円

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

23年3月期 52,233 △4,806 △8,024 134,740
22年3月期 6,898 △31,226 24,869 95,330

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 44.00 ― 44.00 88.00 4,440 38.7 2.0
23年3月期 ― 44.00 ― 45.00 89.00 4,553 68.6 2.0
24年3月期(予想) ― 45.00 ― 45.00 90.00 57.6

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 1,141,000 9.1 3,300 △71.8 7,200 △54.4 4,200 △49.5 82.00
通期 2,316,000 6.1 8,200 △12.0 16,000 △10.8 8,000 21.4 156.19
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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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

注） 詳細は、25ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 51,972,563 株 22年3月期 51,824,563 株
② 期末自己株式数 23年3月期 754,506 株 22年3月期 1,454,567 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 50,793,032 株 22年3月期 46,205,824 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 7,693 18.5 6,025 24.7 6,146 28.7 5,756 24.8
22年3月期 6,493 △51.9 4,833 △59.8 4,775 △60.6 4,612 △65.1

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

23年3月期 112.31 ―
22年3月期 99.46 ―

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 207,523 200,033 96.4 3,905.54
22年3月期 204,891 198,370 96.8 3,881.42

（参考） 自己資本 23年3月期  200,033百万円 22年3月期  198,370百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは
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 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお業績予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績（１）．経営成
績に関する分析 （次期の見通し）」を参照して下さい。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
 当社は、平成23年５月11日（水）に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。なお、この説明会において配布する決算説明資料について
は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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（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、猛暑や各種政策効果の影響を受けて景気回復の動きがみられたものの、

海外経済の下振れ懸念や失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状態でありました。また本年３月の東日本大

震災の発生と震災に伴う原子力発電所事故により、電力供給の制約ならびにサプライチェーン立て直しの遅れによ

る生産活動の停滞や個人消費の抑制がみられ、復興需要への期待感はあるものの先行きが不透明な状況で推移いた

しました。 

医療用医薬品市場におきましては、昨年４月に薬価基準6.5％の引下げ改定とともに新薬創出・適用外薬解消等

促進加算制度が試行され、前連結会計年度に流行した新型インフルエンザ関連の需要の反動があったものの生活習

慣病薬における新製品や抗がん剤ならびに花粉症関連商品が順調に推移したこと等により、市場は2.5％伸長（ク

レコンリサーチ＆コンサルティング株式会社推定）いたしました。 

このような環境のなか当社グループは、平成22年４月から平成25年３月までの３ヵ年の中期経営計画「10-12中

期経営計画 進化と拡大 Next Stage」の初年度として中期経営計画の課題に取り組んでまいりました。 

「ヘルスケアコンソーシアム構想の実現に向けた取り組み強化」および「卸売事業のネットワーク拡大と付加価

値の追求」の取り組みとして、セルフメディケーション卸売事業における全国ネットワークの構築と事業基盤の強

化・拡大をはじめ、医薬品等卸売事業における新物流センターの構築や基幹システムの共同利用展開による効率的

な経営を推進してまいりました。特に、昨年10月１日付でセルフメディケーション卸売事業を行う丹平中田株式会

社（本社：大阪市中央区）を株式交換により完全子会社といたしました。さらに、本年10月１日付でシーエス薬品

株式会社のセルフメディケーション卸売事業を会社分割により、丹平中田株式会社と事業統合することを決議し、

物流センターの統廃合やシステムの統合をはじめさらなる事業基盤の強化と効率化をはかり、お得意様満足と競争

優位性の向上を目指すことにいたしました。 

「海外事業の展開」の取り組みとして、本年３月に遼寧成大股份有限公司（中華人民共和国遼寧省、以下「遼寧

成大」）および伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」）との３社で「包括的業務提携に関する基本合意書」を

締結しました。遼寧成大は中国東北地方 大の薬局チェーンを核とする医薬品流通企業グループの成大方円医薬連

鎖投資有限公司（以下「成大方円」）を傘下にもつ複合企業体であります。現在中国では「新医療改革」が推進さ

れており、日本が歩んできたように、国民皆保険の進展により医薬品市場の裾野が広がるとともに、医薬分業によ

る病院から薬局への医薬品の市場移転が見込まれております。この「基本合意書」を踏まえて、当社と伊藤忠商事

との中国合弁会社である日美健薬品（中国）有限公司（中華人民共和国広東省）を通じての成大方円に対する日本

製品を中心とする商品供給に加えて、遼寧成大および伊藤忠商事とともに中国における医薬品流通事業における協

業、人事交流ならびに資本提携等につき具体的な検討を開始することに至りました。 

「誠実な事業活動を基盤としたＣＳＲ経営の推進」の取組みとしては、安心できる商品・サービスを安定的に提

供し、誠実な事業活動を展開すべく、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進に努めるとともに、当社グル

ープの業務標準化による内部統制の徹底をはかっております。 

これらの取り組みの中、年度末の３月に発生いたしました東日本大震災に際して、当社グループは全国に医薬品

を安定して供給することを社会的使命としていることから、震災後直ちに当社および関係するグループ会社に災害

対策本部を設置し、被災地域における供給活動に 大限の努力を行うとともに、グループ会社間での連携やメーカ

ー各社からの支援受け入れによる商品供給ルートの確保とともに、医療機関等の要請に全力で対応してまいりまし

た。 

当連結会計年度の業績は、昨年10月１日付の丹平中田株式会社の連結子会社化が寄与いたしましたが、販売先と

の価格交渉が難航して売上総利益率が低下したことに加えて、東日本大震災に係る「災害による損失」や休止物流

センター等に係る「減損損失」等の特別損失を50億3百万円計上したことなどにより、売上高2兆1,833億45百万円

（前期比6.0％増）、営業利益93億13百万円（前期比36.5％減）、経常利益179億31百万円（前期比19.6％減）、当

期純利益65億87百万円（前期比37.3％減）となりました。 

セグメント別の当連結会計年度の業績の概況はつぎのとおりであります。 

１．経営成績



 〔医薬品等卸売事業〕 

昨年４月に薬価基準の引下げが行われた中で、新製品や生活習慣病関連薬剤等の販売に注力するとともに、適正

利益を重視した取組みと販売費及び一般管理費の一層の低減を推進しました。売上高は市場の伸びを上回って順調

に推移したものの、価格交渉の難航により売上総利益率が低下し厳しい結果となりました。本年２月に当社グルー

プとして未進出であった北海道に株式会社恒和薬品が「札幌営業所」を開設し、全国営業ネットワーク確立に向け

た取組みが前進いたしました。また、昨年９月に株式会社小田島の新本社・物流センター（岩手県花巻市）が稼動

し、同センターの稼動にあわせてグループシステム構想に沿った基幹システムの共同利用をスタートさせることに

より高機能な物流体制と業務の効率化を進めることができました。さらに本年２月に、アルフレッサ株式会社にお

いて首都圏全域をカバーする埼玉物流センター（埼玉県新座市）が稼働し、物流業務の効率化を進めると同時に保

管品目の拡充と庫内管理システム（ＷＭＳ）の高機能化によるトレーサビリティー（注）を実現することにより、

安心・安全な商品をお届けできる体制が進展いたしました。 

当連結会計年度の業績は、売上高2兆1,666億17百万円（前期比6.1％増）、営業利益77億83百万円（前期比

39.8％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（前期比2.7％減）を含んでおりま

す。 

（注）「トレーサビリティー」とは医薬品のロット・有効期限の記録と管理を実現することにより、お得意様への

販売・流通・廃棄などの履歴・情報を参照できること。 

〔医薬品等製造事業〕 

中期経営計画の課題として「製造事業の成長基盤構築」を掲げております。その取り組みにおいて、前連結会計

年度に岡山製薬工場第二製剤棟が稼動したことにより受託製造の拡大をはかっております。また、昨年５月には

Biovail Laboratories International SRL（本社：バルバドス）とハンチントン病を含む不随意運動障害の治療を

目的とした「テトラベナジン」の日本における開発、販売に関するライセンスおよび供給契約を締結したことや、

緑内障・抗眼圧治療剤「ラタノプロスト点眼液0.005%TS」をはじめとしたジェネリック医薬品の販売権を取得する

ことにより製品ラインナップの拡充を推進してまいりました。前連結会計年度に製造販売承継をしたうつ病・うつ

状態治療剤／遺尿症治療剤『トフラニール®錠10mg、同錠25mg』の売上寄与がありましたが、昨年４月に実施され

た薬価基準の引下げの影響やインフルエンザウイルス抗原検出試薬の売上減少により、厳しい状況で推移しまし

た。 

当連結会計年度の業績は、売上高252億60百万円（前期比2.6％減）、営業利益7億62百万円（前期比40.7％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85億28百万円（前期比8.2％減）を含んでおります。 

  

また、３ヵ年（平成22年４月～平成25年３月）の中期経営計画「10-12中期経営計画 進化と拡大 Next 

Stage」において発表している中期経営計画 終年度の経営指標の目標の1年目（当期）の達成状況は次のとおりで

あります。 

  

売上高 

〔連結〕 

（百万円） 

営業利益率 

〔連結〕 

（％） 

当期純利益率 

〔連結〕 

（％） 

販管費率 

〔卸売事業〕 

（％） 

ＥＢＩＴＤＡ 

〔製造事業〕 

（％） 

平成25年３月期 

（中計 終年度）目標 
 2,400,000  1.2  0.8  5.7  15.0

平成23年３月期 

当期実績 
 2,183,345  0.4  0.3  5.8  12.5



 (次期の見通し） 

次期については、東日本大震災および電力供給の制約が国内経済に与える影響等により不確定な要素が多い状

況ですが、３ヵ年の「 10 - 12 中期経営計画 進化と拡大 Next Stage 」の２年目として、引き続き積極的

な事業展開をはかってまいります。 

医薬品等卸売事業におきましては、高齢化社会の進行や抗がん剤をはじめとする高分子医薬品に対する需要の高

まりなどにより市場は引き続き緩やかに伸長すると予測しております。一方、売上総利益については引き続き厳し

い状況で推移すると予想されます。このような市場環境の中で、売上総利益の確保に向けた取り組みを強化すると

同時に、引き続きローコストオペレーションを推進してまいります。 

また本日、本年10月１日付でシーエス薬品株式会社のセルフメディケーション卸売事業を会社分割により、丹平

中田株式会社（分割承継日付をもって商号を「アルフレッサ ヘルスケア株式会社」に変更）と事業統合する会社

分割契約を締結いたしました。両社の物流センター、基幹システムの整備、販促機能の強化ならびに昨年３月に締

結した株式会社あらたおよび株式会社日本アクセスとの総合生活提案卸の実現に向けた業務提携の取り組みを強化

し、セルフメディケーション卸売事業のさらなる経営基盤の拡充と強化をはかってまいります。これらにより、次

期連結業績は売上高 2兆3,000億円（当期比6.2%増）、営業利益 64億円（当期比17.8%減）を見込んでおります。 

医薬品等製造事業におきましては、他社より製造承継した品目の販路拡大やグループ卸企業との連携による販促

強化、診断薬・医療機器新製品の発売を行うとともに、受託製造の拡大および自社製品の海外市場への拡販を目指

してまいります。開発面におきましては、ナルコレプシー治療剤「モディオダール錠」の適応症追加を目指してお

ります。 

さらに、従来から懸案であった大規模災害を想定したグループ基幹システムに対するディザスターリカバリー

（注）を構築し、お得意様への安心・安全な医薬品の供給体制をより一層強化してまいります。これらにより次期

連結業績は売上高277億円（当期比9.7%増）、営業利益15億円（当期比96.7%増）を見込んでおります。 

（注）「ディザスターリカバリー」とは、災害などによる被害からの回復措置、あるいは被害を 小限の抑えるた

めの予防措置のこと。  

  

（２）財政状態に関する分析 

（当期の資産、負債および純資産の状況に関する分析） 

当連結会計年度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。 

（資産の部）  

総資産は、1,372億34百万円増加し、1兆788億63百万円となりました。流動資産は、1,127億9百万円増加し、

8,995億86百万円となりました。これは主に、「現金及び預金」が424億56百万円、「受取手形及び売掛金」が442

億6百万円、ならびに「商品及び製品」が242億69百万円それぞれ増加した一方で、「有価証券」が130億5百万円減

少したことによるものであります。固定資産は245億24百万円増加して1,792億77百万円となりました。これは主

に、医薬品等卸売事業における新設物流センターの建築等により有形固定資産が79億95百万円増加したことや、時

価評価の上昇等により投資有価証券が186億80百万円増加したことによるものであります。 

なお、丹平中田株式会社との株式交換により増加した総資産は471億2百万円（流動資産430億12百万円、固定資

産40億89百万円）であります。 

（負債の部） 

総負債は、1,237億29百万円増加し、8,420億94百万円となりました。流動負債は1,205億44百万円増加し、8,102

億93百万円となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が1,174億87百万円、「未払法人税等」が17億89

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

１株当たり 

当期純利益 

（円） 

次期 

（平成24年３月期） 
 2,316,000  8,200  16,000  8,000  156.19

当期 

（平成23年３月期） 
 2,183,345  9,313  17,931  6,587  129.69

増減率（％）  6.1  △12.0  △10.8  21.4  －



百万円、それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は31億84百万円増加して318億01百万円となり

ました。これは主に、投資有価証券の時価評価が上昇したこと等により「繰延税金負債」が45億32百万円増加した

一方で、グループ企業における退職金制度改定に伴い発生した制度移管金等の「その他（の固定負債）」が11億10

百万円減少したことによるものであります。 

なお、丹平中田株式会社との株式交換により増加した総負債は451億12百万円（流動負債443億25百万円、固定負

債7億86百万円）であります。 

（純資産の部） 

 純資産は、135億5百万円増加し、2,367億68百万円となりました。これは主に、「利益剰余金」が24億84百万円

増加したこと、株式交換により割当交付したこと等により「自己株式」が27億7百万円減少したこと、ならびに

「その他有価証券評価差額金」が82億56百万円増加したことによるものであります。  

  

（当期のキャッシュ・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、394億

10百万円増加し、1,347億40百万円となりました。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522億33百万円（前期比453億35百万円増）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益が137億47百万円、減価償却費が72億83百万円、ならびに仕入債務の増加が763億40百万円あっ

たものの、売上債権の増加が130億33百万円、たな卸資産の増加が190億50百万円、未収入金の増加が56億70百万

円、ならびに法人税等の支払額が87億88百万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48億6百万円（前期比264億20百万円減）となりました。これは主に、新設物流

センターの建屋・設備等の建築により有形固定資産の取得による支出が105億29百万円、投資有価証券の取得に

よる支出が48億48百万円あったものの、有価証券の売却による収入200億円、定期預金の預入による支出が104億

52百万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80億24百万円（前年同期は248億69百万円の増加）となりました。これは主に、

配当金の支払額44億32百万円、短期借入金の純減少額22億50百万円、ならびにリース債務の返済による支出13億45

百万円があったこと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） 

（注）1.自己資本比率：自己資本／総資産 

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

5.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。 

6.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

7.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。 

8.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

9.債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、マイナスの場合記載しておりません。

  平成21年３月期  平成22年３月期  平成23年３月期  

自己資本比率（％）  20.3  23.3 21.6 

時価ベースの自己資本比率（％）  16.9 21.6 15.2 

債務償還年数（年）  0.2  1.8 0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  336.6 54.7 392.3 



（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要政策のひとつと考えております。還元する金額については、連結

業績を基準に、経営基盤の安定性および将来の事業展開等を総合的に勘案し、純資産配当率（ＤＯＥ）2％以上を

目処に業績を考慮しながら決定していきたいと考えております。 

当期の配当につきましては、これらの基本方針に基づき、１株当たり期末配当金は45円と決定し、既にお支払済

の中間配当金44円と合わせ年間89円とさせていただきました。次期の配当につきましても、引き続き同様の方針に

基づき、１円増配し、１株当たり中間配当金45円、期末配当金45円の年間90円を予定しております。 

  

（４）事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関す

る事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①事業環境について 

 当社グループが主に事業を展開する医療用医薬品市場は、健康保険制度ならびに医療行政の影響を強く受けま

す。そのため、薬価改定に代表される告示等は当社グループの業績に直接的な影響を与え、また制度の大幅な変

更が行われた場合は業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 現在、高齢化の進展、生活習慣病の拡大により国民医療費は増加傾向にあります。しかし、医療保険財源の支

払能力は低下しているため、診療報酬の包括払いの導入、自己負担の見直し、後発医薬品の普及促進策や薬価基

準制度の見直しなどの医療費抑制を目的とした様々な医療制度改革が実施されております。また、医薬分業の進

展により販売先の構成が変わりつつあり、病院・診療所に代わり調剤薬局の売上構成比が高くなっております。

さらに、国立病院の独立行政法人化や医療機関の購入形態の変化に伴い販売価格の低下が懸念されております。

こうした状況のなかで当社グループは、仕入から売上債権回収までの一連の営業活動をこれらに適合した形態へ

適応を進めておりますが、当該取り組みの状況によっては当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

②薬価の改定について 

 当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品の価格は、厚生労働大臣の告示によって公定されています。

この公定価格が「薬価」（正式には「使用薬剤の公定価格」）であります。 

 実質的に販売価格の上限として機能している薬価については、市場における実勢価格や需要動向に応じて、概

ね２年に一度引下げ改定が行われており、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③法的規制について 

 当社グループは、医療用医薬品の卸・製造販売を主な事業としております。したがって、事業活動を行うにあ

たり、薬事法および関連法規等の規制により、免許・許可の登録および指定や、開発、製造・輸入に関し様々な

承認・許可が必要となります。監督官庁の許認可の状況により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④特有の取引慣行について 

 当社グループが主に事業展開する医療用医薬品卸売業界においては、医薬品が生命関連商品であり、納入停滞

が許されないという性質上、価格未決定のまま医療機関等に納品し、その後卸売業者と医療機関との間で価格交

渉を行うという特有の慣行が旧来より続いております。当社グループでは、合理的な見積もりにより決定予想価

格を算出して売上計上しております。行政の指導を受けて価格交渉の早期妥結に努めておりますが、適正利益を

確保するために価格交渉が長期化する可能性や当初予想と異なる価格での決定となる可能性があり、当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤製造事業に係るリスクについて 

 当社グループのなかの医薬品等製造事業においては、医薬品等の開発・製造・販売を行っております。製品開

発については全ての品目が発売できるとは限らず、途中で開発を断念しなければならない場合や他社からの導入

等も行えない場合があります。また、製品の開発から製造の段階において安全性、信頼性には万全を期しており

ますが、予期しない副作用や異物混入などによる製品の回収や販売中止等が発生し、また、それに伴い訴訟を提

起されるリスクがあります。このような場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 



⑥システムトラブルについて 

 当社グループの事業活動においては、コンピュータネットワークシステムに大きく依拠しており、災害や事故

等によりシステムが機能停止した場合、販売物流を中心とした営業活動に大きな支障をきたし、当社グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦海外との取引について 

 当社グループのなかの医薬品等製造事業において、生産拠点の一部を中華人民共和国に置いていることや、海

外との製品・商品の輸出入取引は、政治的摩擦や為替の大幅な変動により当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑧資金調達に係る財務制限条項について 

 当社グループは安定的な資金調達をはかるため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とするシンジケートローン契

約およびコミットメントライン契約を締結しております。本契約には一定の財務制限条項が付されており、これ

らに抵触した場合、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

⑨情報漏洩について 

 当社グループは、保有する顧客情報や機密情報の漏洩を防止するため法令等に基づき、社内諸規程を整備し、

運用の徹底をはかっております。不測の事態によりこれらの情報が漏洩した場合には、顧客の信頼を失墜し、損

害賠償や取引停止処分等により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩自然災害について 

 当社グループは、医薬品等卸売事業において、物流機能が大きな役割を果たしております。震災等の自然災害

により物流機能が毀損した場合、販売物流活動に大きな支障をきたし、当社グループの経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 



  

当社は、グループ全体の経営ビジョンの策定、それに基づく経営計画の立案を行うとともに、グループとして経営

資本を有効に活用し継続的な企業価値の向上を図ることを基本的な役割としております。  

 当社グループは、アルフレッサ株式会社を中心とした医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の卸販売およびア

ルフレッサ ファーマ株式会社を中心とした医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の製造販売を主たる事業とし

ております。 

  当社と、主な関係会社の位置付けは次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況



＜関係会社の状況＞ 

（注）  １．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．※  特定子会社に該当する会社であります。 

３．議決権比率の（  ）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。  

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社）           

アルフレッサ㈱  ※ 東京都千代田区  4,000 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：４名 

四国アルフレッサ㈱ 香川県高松市  161 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

成和産業㈱ 広島市西区  1,144 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

明祥㈱  石川県金沢市  395 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

㈱小田島 岩手県花巻市  30 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

シーエス薬品㈱ 名古屋市中区  890 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

㈱琉薬 沖縄県浦添市  44 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：１名 

安藤㈱ 群馬県高崎市  300 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：無 

アルフレッサ日建産業㈱ 岐阜県岐阜市  190 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：１名 

丹平中田㈱ 大阪市中央区  499 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：１名 

アルフレッサ メディカル

サービス㈱ 
東京都墨田区  450 医薬品等卸売事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：無 

アルフレッサ ファーマ㈱ 大阪市中央区  1,000 医薬品等製造事業  100.0

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：１名 

アルフレッサ システム㈱ 東京都千代田区  150

情報システムの運

用・保守および開

発事業 

 51.0

情報システムに関する基

本契約を締結しておりま

す。 

役員の兼任：無 

㈱恒和薬品  福島県郡山市  104 医薬品等卸売事業 
 

 

51.0

(51.0)

グループ運営に関する契

約を締結しております。 

役員の兼任：２名 

青島耐絲克医材有限公司 
中国山東省青島

市 
 300 医薬品等製造事業 

 

 

100.0

(100.0)

手術用縫合糸を製造して

おります。 

役員の兼任：無 



(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、ならびに(4)会社の対処すべ

き課題 

平成22年３月期決算短信（平成22年５月11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

しております。当該決算短信は、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.alfresa.com/ 

  

３．経営方針



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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  88,635 ※2  131,091

受取手形及び売掛金 506,009 550,216

有価証券 29,054 16,049

商品及び製品 102,087 ※2  126,356

仕掛品 107 523

原材料及び貯蔵品 1,470 1,383

繰延税金資産 6,167 10,460

未収入金 51,242 61,273

その他 2,868 3,112

貸倒引当金 △765 △880

流動資産合計 786,876 899,586

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2, ※4  73,089 ※2, ※4  79,970

減価償却累計額 △42,913 △46,261

建物及び構築物（純額） ※2, ※4  30,175 ※2, ※4  33,709

機械装置及び運搬具 ※4  10,051 ※4  12,862

減価償却累計額 △7,316 △7,976

機械装置及び運搬具（純額） ※4  2,735 ※4  4,885

工具、器具及び備品 9,065 9,475

減価償却累計額 △7,740 △7,906

工具、器具及び備品（純額） 1,324 1,569

土地 ※2, ※4, ※5  47,891 ※2, ※4, ※5  51,618

リース資産 2,938 4,220

減価償却累計額 △561 △1,311

リース資産（純額） 2,377 2,908

建設仮勘定 2,458 268

有形固定資産合計 86,963 94,959

無形固定資産   

のれん 3,557 2,800

リース資産 2,442 2,185

その他 ※4  1,663 ※4  2,484

無形固定資産合計 7,663 7,470

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  33,935 ※1, ※2  52,615

長期貸付金 2,953 2,395

繰延税金資産 4,252 2,201

その他 ※1, ※2  23,655 ※1, ※2  24,450

貸倒引当金 △4,669 △4,815

投資その他の資産合計 60,126 76,848

固定資産合計 154,752 179,277

資産合計 941,629 1,078,863



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  660,986 ※2  778,474

短期借入金 ※2  4,103 ※2  3,478

1年以内償還予定社債 － 60

リース債務 1,210 1,608

未払法人税等 5,184 6,973

賞与引当金 5,798 5,746

役員賞与引当金 211 216

売上割戻引当金 105 53

返品調整引当金 843 900

災害損失引当金 － 331

資産除去債務 － 5

その他 ※2  11,304 12,443

流動負債合計 689,748 810,293

固定負債   

長期借入金 3,507 3,445

リース債務 3,714 3,790

繰延税金負債 1,158 5,690

再評価に係る繰延税金負債 ※5  837 ※5  806

退職給付引当金 14,818 14,823

債務保証損失引当金 247 227

役員退職慰労引当金 1,465 831

関係会社事業損失引当金 135 432

資産除去債務 － 133

その他 2,732 1,622

固定負債合計 28,616 31,801

負債合計 718,365 842,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,454 18,454

資本剰余金 84,204 84,205

利益剰余金 120,493 122,978

自己株式 △3,554 △847

株主資本合計 219,597 224,791

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,327 13,584

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 ※5  △5,739 ※5  △5,724

為替換算調整勘定 3 △39

その他の包括利益累計額合計 △408 7,820

少数株主持分 4,074 4,157

純資産合計 223,263 236,768

負債純資産合計 941,629 1,078,863



（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,059,269 2,183,345

売上原価 ※1  1,915,827 ※1  2,040,238

売上総利益 143,441 143,106

返品調整引当金戻入額 902 911

返品調整引当金繰入額 843 900

差引売上総利益 143,500 143,118

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  128,841 ※2, ※3  133,804

営業利益 14,659 9,313

営業外収益   

受取利息 282 257

受取配当金 887 993

受取情報料 4,829 5,168

その他 2,080 2,565

営業外収益合計 8,080 8,985

営業外費用   

支払利息 126 138

支払手数料 21 19

株式交付費 153 －

不動産賃貸費用 － 72

その他 147 137

営業外費用合計 448 367

経常利益 22,292 17,931

特別利益   

固定資産売却益 ※4  65 ※4  153

投資有価証券売却益 89 276

収用補償金 － 110

抱合せ株式消滅差益 － 41

貸倒引当金戻入額 288 199

債務保証損失引当金戻入額 25 19

役員退職慰労引当金戻入額 43 －

退職給付制度改定益 － ※9  18

特別利益合計 513 819



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※5  111 ※5  68

固定資産除却損 ※6  210 ※6  362

減損損失 ※7  303 ※7  1,620

投資有価証券売却損 － 243

投資有価証券評価損 163 167

ゴルフ会員権評価損 9 9

関係会社事業損失引当金繰入額 135 296

特別退職金 ※8  287 ※8  497

退職給付制度改定損 ※9  222 ※9  47

災害による損失 － ※10  1,255

事業構造改革費用 － ※11  162

役員退職慰労金 － 88

事業再編費用 － ※12  76

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 44

関係会社債権放棄損 － 36

段階取得に係る差損 － 26

特別損失合計 1,444 5,003

税金等調整前当期純利益 21,360 13,747

法人税、住民税及び事業税 8,132 10,634

法人税等調整額 2,239 △3,578

法人税等合計 10,372 7,055

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,691

少数株主利益 490 104

当期純利益 10,497 6,587

少数株主利益 － 104

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,691

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 7,874

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 － △42

その他の包括利益合計 － ※13  7,832

包括利益 － ※13  14,523

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 14,421

少数株主に係る包括利益 － 101



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,230 18,454

当期変動額   

新株の発行 14,224 －

当期変動額合計 14,224 －

当期末残高 18,454 18,454

資本剰余金   

前期末残高 66,422 84,204

当期変動額   

新株の発行 14,224 －

自己株式の処分 △0 △0

株式交換による増加 3,557 1

当期変動額合計 17,781 1

当期末残高 84,204 84,205

利益剰余金   

前期末残高 113,925 120,493

当期変動額   

剰余金の配当 △3,945 △4,432

当期純利益 10,497 6,587

分割型の会社分割による減少 △3 －

任意積立金の積立 0 －

株式交換による増加 － 344

土地再評価差額金の取崩 19 △15

当期変動額合計 6,567 2,484

当期末残高 120,493 122,978

自己株式   

前期末残高 △2,192 △3,554

当期変動額   

自己株式の取得 △577 △35

自己株式の処分 0 1

株式交換による増加 △785 －

株式交換による自己株式の割当 － 2,741

当期変動額合計 △1,361 2,707

当期末残高 △3,554 △847



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 182,385 219,597

当期変動額   

新株の発行 28,448 －

剰余金の配当 △3,945 △4,432

当期純利益 10,497 6,587

分割型の会社分割による減少 △3 －

任意積立金の積立 0 －

自己株式の取得 △577 △35

自己株式の処分 0 1

株式交換による増加 2,772 346

株式交換による自己株式の割当 － 2,741

土地再評価差額金の取崩 19 △15

当期変動額合計 37,212 5,193

当期末残高 219,597 224,791

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,154 5,327

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,172 8,256

当期変動額合計 2,172 8,256

当期末残高 5,327 13,584

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △0

当期変動額合計 △10 △0

当期末残高 0 0

土地再評価差額金   

前期末残高 △5,720 △5,739

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 15

当期変動額合計 △19 15

当期末残高 △5,739 △5,724



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △7 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △42

当期変動額合計 11 △42

当期末残高 3 △39

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,562 △408

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,154 8,228

当期変動額合計 2,154 8,228

当期末残高 △408 7,820

少数株主持分   

前期末残高 5,901 4,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,827 82

当期変動額合計 △1,827 82

当期末残高 4,074 4,157

純資産合計   

前期末残高 185,724 223,263

当期変動額   

新株の発行 28,448 －

剰余金の配当 △3,945 △4,432

当期純利益 10,497 6,587

分割型の会社分割による減少 △3 －

任意積立金の積立 0 －

自己株式の取得 △577 △35

自己株式の処分 0 1

株式交換による増加 2,772 346

株式交換による自己株式の割当 － 2,741

土地再評価差額金の取崩 19 △15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 327 8,311

当期変動額合計 37,539 13,505

当期末残高 223,263 236,768



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 21,360 13,747

減価償却費 6,124 7,283

減損損失 303 1,620

のれん償却額 2,113 2,057

段階取得に係る差損益（△は益） － 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △873 △285

賞与引当金の増減額（△は減少） △41 △213

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 70 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,657 △414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56 △633

受取利息及び受取配当金 △1,170 △1,251

支払利息 126 138

固定資産売却損益（△は益） 45 △85

固定資産除却損 210 362

投資有価証券評価損益（△は益） 163 167

退職給付制度改定損益（△は益） 222 29

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △41

収用補償金 － △110

災害による損失 － 1,255

事業構造改革費用 － 162

事業再編費用 － 76

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） △18,674 △13,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,161 △19,050

未収入金の増減額（△は増加） 869 △5,670

仕入債務の増減額（△は減少） 12,519 76,340

その他 2,072 △2,081

小計 11,568 60,446

利息及び配当金の受取額 1,168 1,257

利息の支払額 △126 △133

退職給付制度改定に伴う支払額 △55 －

事業構造改革費用の支払額 － △88

事業再編費用の支払額 － △72

特別退職金の支払額 △287 △98

災害による損失の支払額 － △289

法人税等の支払額 △5,370 △8,788

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,898 52,233



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △521 △10,452

定期預金の払戻による収入 348 201

有価証券の取得による支出 △20,000 －

有価証券の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △8,704 △10,529

有形固定資産の売却による収入 464 797

無形固定資産の取得による支出 △413 △1,267

無形固定資産の売却による収入 0 0

長期前払費用の取得による支出 △2,251 △1,030

投資有価証券の取得による支出 △432 △4,848

投資有価証券の売却による収入 148 1,037

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※2  1,324

貸付けによる支出 △749 △563

貸付金の回収による収入 831 519

その他 53 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,226 △4,806

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） 1,350 △2,250

長期借入れによる収入 1,100 616

長期借入金の返済による支出 △414 △553

リース債務の返済による支出 △890 △1,345

社債の償還による支出 － △30

株式の発行による収入 28,295 －

自己株式の取得による支出 △577 △11

自己株式の売却による収入 0 1

配当金の支払額 △3,945 △4,432

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 24,869 △8,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546 39,381

現金及び現金同等物の期首残高 94,803 ※1  95,330

会社分割による現金及び現金同等物の減少額 △19 －

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 28

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  95,330 ※1  134,740



該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １４社 

主要な連結子会社の名称 

・アルフレッサ㈱ 

・アルフレッサ ファーマ㈱  

(1）連結子会社の数 １５社 

主要な連結子会社の名称 

・アルフレッサ㈱ 

・アルフレッサ ファーマ㈱ 

丹平中田㈱は、当連結会計年度に

株式交換を行ったことにより連結子

会社となりました。  

  (2）主要な非連結子会社の名称 

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

(2）主要な非連結子会社の名称 

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

  連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益および利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除いております。 

連結の範囲から除いた理由 

同 左 

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用会社の数 － (1）持分法適用会社の数 － 

  (2）持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社のうち主要な会社等の名

称  

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス  

(2）持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社のうち主要な会社等の名

称  

同 左 

  持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外し

ております。   

持分法を適用しない理由 

同 左  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 国内連結子会社の決算日は、連結財務

諸表提出会社と同一の３月31日でありま

す。在外連結子会社の決算日は、12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を行って

おります。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同 左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

  同 左  



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

  同 左 

  ③ たな卸資産 

 国内連結子会社は主として総平均

法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）  

 在外連結子会社は移動平均法によ

る原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

③ たな卸資産 

   同 左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 当社および国内連結子会社は定率

法を、また在外連結子会社は定額法

を採用しております。 

 ただし、当社および国内連結子会

社は、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法を採用しております。 

 なお、主な科目の耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物    ２～60年 

機械装置及び運搬具  ２～17年 

工具器具及び備品    ２～34年  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 当社および国内連結子会社は定率

法を、また在外連結子会社は定額法

を採用しております。 

 ただし、当社および国内連結子会

社は、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法を採用しております。 

 なお、主な科目の耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物    ２～60年 

機械装置及び運搬具  ２～17年 

工具器具及び備品    ２～30年  

  ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。  

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

   同 左  

  ③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する

減価償却方法と同一の方法  

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

   同 左 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

  同 左  

  ④ 長期前払費用 

 支出した費用の効果の及ぶ期間に

わたり均等償却しております。 

④ 長期前払費用 

    同 左 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権など特定の債権については、個

別に回収可能性を考慮した所要額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

    同 左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負

担相当額を計上しております。 

② 賞与引当金 

    同 左 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度負担

相当額を計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

    同 左 

  ④ 売上割戻引当金 

 一部の連結子会社は、連結会計年

度末売掛金に対し将来発生する見込

みの売上割戻しに備えるため、実績

を基礎にした割戻し見込額を計上し

ております。 

④ 売上割戻引当金 

    同 左 

  ⑤ 返品調整引当金 

 商品の返品による損失に備えるた

め、将来の返品に伴う損失見込額を

計上しております。 

⑤ 返品調整引当金 

    同 左 

  ⑥ ──────────── 

  

⑥ 災害損失引当金 

東日本大震災により被災した資産

の復旧等に要する支出に備えるた

め、当連結会計年度末における見積

額を計上しております。 

  ⑦ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 

⑦ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しておりま

す。 

数理計算上の差異を翌連結会計年

度から償却するため、これによる営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありませ

ん。 

また、本会計基準の適用に伴い発

生する退職給付債務の差額の未処理

残高は253百万円であります。 

（追加情報） 

当社の連結子会社である安藤株式

会社、アルフレッサ ファーマ株式会

社および明祥株式会社は、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、明祥株

式会社は平成22年３月31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222百

万円計上しております。  

（追加情報） 

当社の連結子会社である成和産業

株式会社は、確定給付型の制度とし

て厚生年金基金制度、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、平成22年４月１日付で

適格退職年金制度を廃止し、確定拠

出年金制度、確定給付企業年金制度

および退職一時金制度に移行いたし

ました。また、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

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

設けていますが、平成23年４月１日

付で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す。 

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、特別利益として 百

万円、特別損失として47百万円を計

上しております。 
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  ⑧ 債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証先の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を計上しており

ます。 

⑧ 債務保証損失引当金 

    同 左 

  ⑨ 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社は、役員および

執行役員の退職慰労金支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

⑨ 役員退職慰労引当金 

    同 左 

  ⑩ 関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるた

め、関係会社に対する出資金額及び

貸付金額を超えて、連結子会社が負

担することとなる損失見込額を計上

しております。 

⑩ 関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるた

め、連結子会社が負担することとな

る損失見込額を計上しております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産および負

債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。  

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準  

    同 左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

 また、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を採用しており

ます。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

③ ヘッジ方針 

 通常取引の範囲内において、将来

の取引市場での為替変動リスクを回

避する目的においてのみヘッジを行

っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約においては、取引の全て

が将来の購入予定に基づくものであ

り、実行の可能性が極めて高いため

有効性の判定は省略しております。

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建売掛金 

外貨建買掛金 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

    同 左 

  (6）のれんの償却方法及び償却期間 

──────────── 

(6）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは、20年以内のその効果の及

ぶ期間にわたって、定額法により規則

的に償却しております。 

  (7）連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

──────────── 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

  (8）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

(8）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

     同 左 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

──────────── 

６．のれんの償却に関する事項 のれんは、20年以内のその効果の及ぶ

期間にわたって、定額法により規則的に

償却しております。 

──────────── 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

──────────── 

（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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────────────  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

それぞれ16百万円、税金等調整前当期純利益は60百万円減

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92百万円であります。 

────────────  （企業結合に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務

諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20年12

月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20

年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用してお

ります。 



（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

   至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

   至 平成23年３月31日） 

──────────── （連結損益計算書） 

１．当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に

基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３

月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「不動産賃貸費用」は、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。 

なお、前連結会計年度における「不動産賃貸費用」

は42百万円であります。 

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

   至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

   至 平成23年３月31日） 

（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日及び平成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、当連結

会計年度の株式交付費は1,223百万円少なく、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は同額多く計上されておりま

す。 

  

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し 

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び 

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券 4,344百万円

その他（投資その他の資産） 192  

投資有価証券 7,704百万円

その他（投資その他の資産） 192  

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 

現金及び預金 268百万円

建物及び構築物 987  

土地 4,084  

投資有価証券 4,553  

その他（投資その他の資産） 112  

合計 10,006  

現金及び預金 266百万円

商品及び製品 180  

建物及び構築物 1,058  

土地 4,084  

投資有価証券 3,442  

その他（投資その他の資産） 240  

合計 9,272  

担保付債務 担保付債務 

支払手形及び買掛金 16,780百万円

短期借入金 1,880  

その他（流動負債） 4  

合計 18,665  

支払手形及び買掛金 16,078百万円

短期借入金 1,880  

合計 17,958  

 ３．保証債務 

 連結子会社以外の会社の仕入債務および金融機関か

らの借入、ならびに従業員の金融機関からの借入に対

して、次のとおり債務保証を行っております。 

 ３．保証債務 

 連結子会社以外の会社の仕入債務および金融機関か

らの借入、ならびに従業員の金融機関からの借入に対

して、次のとおり債務保証を行っております。 

㈱健翔 1,234百万円

㈲コーフク商事 585  

㈱広島中央薬局 390  

日建ヘルスメディカル㈱ 107  

ヒューマンメディカルリサーチ㈱ 43  

㈱ファイン総合研究所 43  

フルケア成和㈱ 15  

従業員 21  

その他 ２件 10  

合計 2,453  

㈲コーフク商事 591百万円

㈱広島中央薬局 399  

日建ヘルスメディカル㈱ 87  

ヒューマンメディカルリサーチ㈱ 39  

㈱ファイン総合研究所 33  

従業員 21  

その他 ２件 15  

合計 1,188  

※４．国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額 ※４．国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額 

建物及び構築物 324百万円

機械装置及び運搬具 180  

土地 270  

その他（無形固定資産） 45  

合計 820  

建物及び構築物 324百万円

機械装置及び運搬具 180  

土地 270  

その他（無形固定資産） 45  

合計 820  



前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※５．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。 

 なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

※５．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。 

 なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

百万円△954

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

百万円△2,060



（連結損益及び包括利益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  296百万円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  406百万円

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当 47,913百万円

賞与 5,810  

賞与引当金繰入額 5,621  

役員賞与引当金繰入額 211  

退職給付費用 5,495  

役員退職慰労引当金繰入額 87  

福利厚生費 7,581  

減価償却費 5,489  

荷造運送費 11,021  

給与手当 48,196百万円

賞与 6,009  

賞与引当金繰入額 5,584  

役員賞与引当金繰入額 216  

退職給付費用 5,576  

役員退職慰労引当金繰入額 65  

福利厚生費 7,770  

減価償却費 6,269  

荷造運送費 13,126  

※３．研究開発費の総額は 百万円（一般管理費）で

あります。 

1,337 ※３．研究開発費の総額は 百万円（一般管理費）で

あります。 

1,056

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 46百万円

機械装置及び運搬具 3  

土地 16  

計 65  

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 0  

土地 152  

計 153  

※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 41百万円

工具、器具及び備品 0  

土地 69  

計 111  

※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 0百万円

工具、器具及び備品 1  

土地 60  

その他（無形固定資産） 6  

計 68  

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 81百万円

機械装置及び運搬具 3  

工具、器具及び備品 14  

その他（無形固定資産） 1  

固定資産解体撤去費用 109  

計 210  

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 51百万円

機械装置及び運搬具 37  

工具、器具及び備品 13  

固定資産解体撤去費用 260  

計 362  



前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※７．減損損失 

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

  事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な時価等の下落により、減損損

失 百万円を認識しました。主な減損損失は土地で

あります。 

 賃貸用不動産については、継続的な地価等の下落

により、減損損失 百万円を認識しました。主な減

損損失は土地であります。 

 事業用資産については、継続的な営業キャッシ

ュ・フローのマイナスにより減損損失 百万円を

認識しました。主な減損損失は建物及び構築物

百万円、土地 百万円であります。 

  なお、各資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、不動産鑑定士による査定額等を

基準に評価しております。 

場所 用途 種類 

旧香川営業部 

（香川県高松市） 

等12箇所 

遊休不動産 
土地、建物及

び構築物、工

具器具及び備

品、その他

（無形固定資

産） 

岩手県花巻市 賃貸用不動産 

新宮支店 

（和歌山県新宮市） 

等16箇所 

事業用資産 

52

0

250

131

105

※７．減損損失 

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

  事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な時価等の下落により、減損損

失 百万円を認識しました。主な減損損失は建物

であります。 

 事業用資産については、継続的な営業キャッシ

ュ・フローのマイナスにより減損損失 百万円

を認識しました。主な減損損失は建物及び構築物

百万円、土地 百万円であります。 

  なお、各資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、不動産鑑定士による査定額等を

基準に評価しております。 

場所 用途 種類 

㈱小田島 旧本社社屋 

（岩手県花巻市） 

等11箇所 

遊休不動産 

土地、建物及

び構築物、機

械装置及び運

搬具、工具器

具及び備品、

その他（無形

固定資産）等 

アルフレッサ㈱ 愛知物

流センター 

（愛知県犬山市） 

等25箇所 

事業用資産 

108

1,512

837 346

※８．特別退職金は、主に連結子会社において転籍者に支

払った退職加算金等であります。 

※８．特別退職金は、主に連結子会社における退職加算金

等であります。 

※９．退職給付制度改定損は、退職給付制度間の移行に伴

うものであります。なお、詳細につきましては、「連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４． 

(3) 重要な引当金の計上基準 ⑦退職給付引当金（追

加情報）に記載のとおりであります。  

※９．退職給付制度改定益及び退職給付制度改定損は、退

職給付制度間の移行に伴うものであります。なお、詳

細につきましては、「連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」４． (3) 重要な引当金の計上基

準 ⑦退職給付引当金（追加情報）に記載のとおりで

あります。  

10．     ──────────── ※10．災害による損失は、平成23年３月に発生した東日本

大震災による損失であり、その内訳は次のとおりであ

ります。なお、災害による損失には、災害損失引当金

繰入額が331百万円含まれております。 

貸倒損失・貸倒引当金繰入額 403百万円

設備修繕・撤去費用  300  

棚卸資産評価損  249  

災害見舞金・支援物資 162  

その他 139  

計 1,255  



前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

11．        ──────────── ※11．事業構造改革費用は、連結子会社のセルフメディケ

ーション卸売事業における物流拠点統廃合に伴い発生

した費用であります。 

12．     ──────────── ※12．事業再編費用は、連結子会社のセルフメディケーシ

ョン卸売事業における事業統合準備に伴い発生した費

用であります。 

13．     ──────────── ※13．包括利益計算書 

(1)当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

(2)当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の

包括利益 

親会社株主に係る包括利益 12,669百万円

少数株主に係る包括利益 492  

計 13,162  

その他有価証券評価差額金 2,172百万円

繰延ヘッジ損益 △10  

為替換算調整勘定 11  

計 2,173  



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の総数の増加9,498千株は、有償一般募集による増加7,000千株、オーバーアロットメン

トによる売出しに伴う第三者割当増資による増加1,050千株、安藤㈱との株式交換に伴う新株の発行による増

加1,032千株およびアルフレッサ日建産業㈱との株式交換に伴う新株の発行による増加416千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加889千株は、単元未満株式の買取請求による増加1千株、会社法第797条第1

項の規定に基づく反対株主の株式買取請求による増加150千株、安藤㈱との株式交換により連結子会社に割当

交付した自己株式(当社株式)525千株およびアルフレッサ日建産業㈱との株式交換により連結子会社に割当交

付した自己株式(当社株式)212千株であります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  42,326  9,498  －  51,824

合計  42,326  9,498  －  51,824

自己株式         

普通株式 （注）２，３  565  889  0  1,454

合計  565  889  0  1,454

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  1,753  42 平成21年３月31日 平成21年６月10日 

平成21年11月４日 

取締役会 
普通株式  2,191  44 平成21年９月30日 平成21年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年５月11日 

取締役会 
普通株式  2,248 利益剰余金  44 平成22年３月31日 平成22年６月10日



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の総数の増加148千株は、丹平中田㈱との株式交換に伴う新株の発行による増加であり

ます。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取請求による増加2千株および丹平中田㈱との

株式交換に伴う端株の買取りによる増加0千株であります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少703千株は、単元未満株式の買増請求による減少0千株および丹平中田㈱と

の株式交換に伴う保有自己株式の割当交付による減少702千株であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  51,824  148  －  51,972

合計  51,824  148  －  51,972

自己株式         

普通株式 （注）２，３  1,454  3  703  754

合計  1,454  3  703  754

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年５月11日 

取締役会 
普通株式  2,248  44 平成22年３月31日 平成22年６月10日 

平成22年11月４日 

取締役会 
普通株式  2,248  44 平成22年９月30日 平成22年12月３日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成23年５月10日 

取締役会 
普通株式  2,304 利益剰余金  45 平成23年３月31日 平成23年６月10日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 88,635百万円

有価証券勘定 29,054  

償還期間が３ヶ月を超える定期

預金及び譲渡性預金 
△22,359

  

  現金及び現金同等物 95,330  

（平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 131,091百万円

有価証券勘定 16,049  

償還期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△12,399

  

  現金及び現金同等物 134,740  

 ２.     ──────────── ※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内容 

株式の取得により新たに丹平中田株式会社を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

株式の取得価額と「連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入」との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 43,012百万円

固定資産 4,089  

のれん 1,299  

流動負債 △44,325  

固定負債 △786  

小計 3,289  

支配獲得時までの既取得価額 △240  

段階取得に係る差損 26  

株式の交換費用 △8  

株式の取得価額 3,067  

現金及び現金同等物 1,324  

株式交換による株式交付額 △3,067  

差引：連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による

収入 

1,324  

 ３．重要な非資金取引  

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産および負債の額は、それぞれ

百万円、 百万円であります。 3,758 3,999

 ３．重要な非資金取引  

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産および負債の額は、それぞれ

百万円、 百万円であります。 1,595 1,746



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は56,677百万円であり、そ

の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本

邦」の割合はいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 当連結会計年度における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。  

（セグメント情報等）

ａ．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） 

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  2,042,624  16,645  2,059,269  －  2,059,269

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  9,292  9,295  (9,295)  －

計  2,042,628  25,937  2,068,565  (9,295)  2,059,269

営業費用  2,029,703  24,650  2,054,353  (9,744)  2,044,609

営業利益  12,925  1,286  14,211  448  14,659

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資  産  866,295  29,809  896,105  45,524  941,629

減価償却費  3,512  2,008  5,521  602  6,124

減損損失  303  －  303  －  303

資本的支出  7,147  4,163  11,311  58  11,369

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 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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

の配分の決定およ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、取り扱う商品・製品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。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

(注)１．調整額の内容は以下のとおりであります。  

(１)セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間取引消去 百万円および各報告セグメントに配分して

いない全社費用 百万円であります。 

(２)セグメント資産の調整額 百万円は、セグメント間取引消去 百万円および各報告セグメントに配

賦していない各報告セグメントに配分していない全社資産 百万円であります。 

(３)減価償却費の調整額 百万円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

(４)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産

であります。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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。  

  

ｄ．セグメント情報

  報告セグメント  
調整額 

（百万円） 
(注)１  

連結財務諸表
計上額 

（百万円）   
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,166,613  16,732  2,183,345  －  2,183,345

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  8,528  8,531  (8,531)  －

計  2,166,617  25,260  2,191,877  (8,531)  2,183,345

セグメント利益  7,783  762  8,546  766  9,313

セグメント資産  1,009,897  29,578  1,039,475  39,387  1,078,863

その他の項目           

減価償却費  3,841  2,386  6,228  1,055  7,283

のれんの償却  2,057  －  2,057  －  2,057

減損損失  1,619  1  1,620  －  1,620

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 11,055  2,122  13,178  1,247  14,426

766 8,310

△7,543

39,387 △16,645

56,033

1,055

1,247



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

主にシステム機器  

（イ）無形固定資産 

ソフトウエア  

② リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており、その内容は次

のとおりであります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

 3,237  1,840  1,396

工具、器具及
び備品 

 7,159  4,482  2,677

無形固定資産 
(ソフトウエア)  10,267  5,660  4,606

合計  20,664  11,984  8,680

１年内 4,231百万円

１年超 4,747  

合計 8,978  

支払リース料 5,261百万円

減価償却費相当額 4,804  

支払利息相当額 246  

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

主にシステム機器  

（イ）無形固定資産 

ソフトウエア  

② リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており、その内容は次

のとおりであります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

 2,557  1,509  1,047

工具、器具及
び備品 

 5,827  4,474  1,352

無形固定資産 
(ソフトウエア)  9,189  6,892  2,296

合計  17,573  12,877  4,696

１年内 3,104百万円

１年超 1,798  

合計 4,903  

支払リース料 4,560百万円

減価償却費相当額 4,172  

支払利息相当額 140  



前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内 1,263百万円

１年超 2,049  

合計 3,313  

１年内 1,287百万円

１年超 1,924  

合計 3,212  



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等  

   

  ・株式交換による安藤株式会社の完全子会社化 

  

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業 安藤株式会社 

事業の内容 医薬品等卸売事業 

（2）企業結合の法的形式 

当社を完全親会社とし、安藤株式会社を完全子会社とする株式交換契約 

（3）取引の目的を含む取引の概要 

①取引の目的 

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といたしました。 

②取引の概要 

平成21年11月４日開催の当社の取締役会において、安藤株式会社を完全子会社とする株式交換契約を締結

することを決議し、同日付で株式交換契約書を締結しました、また、当該契約に基づき平成22年１月８日に

株式交換を実施し、安藤株式会社を当社の完全子会社といたしました。 

なお、当社は会社法第796条第３項の規定に基づき簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ること

なく本株式交換を実施しております。 

２．実施した会計処理の概要  

「企業結合に係る会計基準三 ４ 共通支配下の取引等の会計処理」に規定する個別財務諸表上及び連結財務

諸表上の会計処理を実施いたしました。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額 

（1）株式の種類別の交換比率 

安藤株式会社の普通株式１株に対し、アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式0.71株を割当交

付いたしました。 

（2）その算定方法 

当社および安藤株式会社は、株式交換比率算定にあたり、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会

社を第三者機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼いたしました。 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社は、当社の株式価値については、東京・大阪証券取引所 

に上場されており、株価形成に関して特段の異常性が認められないことから、市場株価平均法により平成21 

年11月２日現在、および同日を基準日とする直近１週間、直近１ヵ月間、直近２ヵ月間の算定を行いまし

た。 

安藤株式会社の株式価値については、当社の連結子会社であること、かつ株式を公開していないこと等か

ら、類似会社比準法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法および時価純資産価額法を採用し、それ

ぞれ算定を行いました。 

これらの三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社による算定結果を参考評価として勘案し、当該

会社間で協議のうえ合意し、上記の交換比率を決定いたしました。 

（3）交付株式数及びその評価額 

新株発行による割当交付株式数  1,032,340株 

評価額                       4,026百万円 

（企業結合等関係）

取得の対価 

  アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式 3,721百万円

取得に直接要した支出   

 アドバイザリー費用等  5百万円

取得原価  3,726百万円



５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

74百万円 

（2）発生原因 

株式交換により減少する少数株主持分の金額が子会社株式の追加取得分の取得原価を下回ったため、その

差額をのれんとして認識しております。 

（3）償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

  

 ・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 

  

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業 アルフレッサ日建産業株式会社 

事業の内容 医薬品等卸売事業 

（2）企業結合の法的形式 

当社を完全親会社とし、アルフレッサ日建産業株式会社を完全子会社とする株式交換契約 

（3）取引の目的を含む取引の概要 

①取引の目的 

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といたしました。

②取引の概要 

平成21年11月４日開催の当社の取締役会において、アルフレッサ日建産業株式会社を完全子会社とする株

式交換契約を締結することを決議し、同日付で株式交換契約書を締結しました。また、当該契約に基づき平

成22年１月８日に株式交換を実施し、アルフレッサ日建産業株式会社を当社の完全子会社といたしました。 

なお、当社は会社法第796条第３項の規定に基づき簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ること

なく本株式交換を実施しております。 

２．実施した会計処理の概要  

 「企業結合に係る会計基準三 ４ 共通支配下の取引等の会計処理」に規定する個別財務諸表上及び連結財

務諸表上の会計処理を実施いたしました。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額 

（1）株式の種類別の交換比率 

アルフレッサ日建産業株式会社の普通株式１株に対し、アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株

式0.2株を割当交付いたしました。 

（2）その算定方法 

当社およびアルフレッサ日建産業株式会社は、株式交換比率算定にあたり、税理士法人平成会計社を第三

者機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼いたしました。 

税理士法人平成会計社は、当社の株式価値については、東京・大阪証券取引所に上場されており、株価形

成に関して特段の異常性が認められないことから、市場株価平均法により平成21年11月２日現在、および同

日を基準日とする直近１週間、直近１ヵ月間、直近２ヵ月間の算定を行いました。 

アルフレッサ日建産業株式会社の株式価値については、当社の連結子会社であること、かつ株式を公開し

ていないこと等から、類似会社比準法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法および時価純資産価額

法を採用し、それぞれ算定を行いました。 

これらの税理士法人平成会計社による算定結果を参考評価として勘案し、当該会社間で協議のうえ合意

し、上記の交換比率を決定いたしました。 

取得の対価 

  アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式 1,237百万円

取得に直接要した支出   

 アドバイザリー費用等  2百万円

取得原価  1,239百万円



（3）交付株式数及びその評価額 

新株発行による割当交付株式数   416,000株 

評価額                       1,622百万円 

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

416百万円 

（2）発生原因 

株式交換により減少する少数株主持分の金額が子会社株式の追加取得分の取得原価を下回ったため、その

差額をのれんとして認識しております。 

（3）償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

取得による企業結合 

  

・丹平中田株式会社との株式交換 

  

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後

企業の名称及び取得した議決権比率 

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称  丹平中田株式会社 

事業の内容        医薬品等卸売事業 

（2）企業結合を行った主な理由 

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、両者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はかることでお客様満

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いたしました。 

（3）企業結合日 

平成22年10月１日 

（4）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称 

企業結合の法的形式    株式交換 

結合後企業の名称      丹平中田株式会社 

（5）取得した議決権比率 

企業結合直前に所有していた議決権比率    6.5% 

企業結合日に追加取得した議決権比率     93.5% 

取得後の議決権比率                    100.0% 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成22年10月１日から平成23年３月31日まで 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額 

（1）株式の種類別の交換比率 

丹平中田株式会社の普通株式１株：アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式０.１１株 

企業結合直前に保有していた丹平中田株式会社の

普通株式の企業結合日における時価 
214百万円

アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式 3,067百万円

取得に直接要した支出 

アドバイザリー費用等 8百万円

取得原価 3,289百万円



（2）交換比率の算定方法 

本株式交換の株式交換比率算定にあたって公正性を担保するための一環として、両社が個別に第三者機関に

株式交換比率の算定について専門家としての意見を求めることとし、アルフレッサホールディングス株式会社

は野村證券株式会社に、丹平中田株式会社は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社にそれぞれ株式

交換比率の算定を依頼いたしました。 

野村證券株式会社は、アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式価値については、市場株価が存在する

ことから、平成22年７月30日を基準日として、基準日の株価終値、基準日から遡る１週間、１ヶ月間、３ヶ月

間および６ヶ月間の株価終値平均の市場株価平均を用いて算定、丹平中田株式会社の株式価値については、株

式を公開していないこと等から、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」という）、類似

会社比較法、類似取引比較法を採用し算定を行いました。 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社は、アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式価値に

ついては、市場株価が存在することから、平成22年７月30日を基準日として、基準日の株価終値、基準日から

遡る１週間、１ヶ月間、３ヶ月間および６ヶ月間の株価終値平均の市場株価平均を用いて算定、丹平中田株式

会社の株式価値については、DCF法を採用して算定を行いました。 

アルフレッサ ホールディングス株式会社では、野村證券株式会社による株式交換比率の算定結果を参考に、

丹平中田株式会社では、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社による株式交換比率の算定結果を参

考に、当事者間で協議のうえ合意に至り、株式交換比率を決定いたしました。 

（3）交付株式数及びその評価額 

交付した株式数    858,000株（自己株式710,000株、新株発行148,000株） 

評価額              3,067百万円 

５．被取得企業の取得原価と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額 

段階取得に係る差損     26百万円 

６．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

1,299百万円 

（2）発生原因 

将来の超過収益力から発生したものであります。 

（3）償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（1）資産の金額 

（2）負債の金額 

８．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法 

（概算額の算定方法および重要な前提条件） 

概算額の算定につきましては、丹平中田株式会社の期首から平成22年９月30日までの数値を記載しております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。  

流動資産 43,012百万円

固定資産 4,089百万円

合計 47,102百万円

流動負債 44,325百万円

固定負債 786百万円

合計 45,112百万円

売上高 61,815百万円

営業利益 105百万円

経常利益 213百万円

当期純利益 193百万円



（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額       円 銭 4,351 58       円 銭 4,541 59

１株当たり当期純利益        円 銭 227 20        円 銭 129 69

  

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

 同 左 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（百万円）  10,497  6,587

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  10,497  6,587

期中平均株式数（千株）  46,205  50,793



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31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５月11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

ことについての基本合意書を締結することを決議いたしま

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

主総会の承認を得ずに、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この度の基本合意に至

りました。 

  

(2)株式交換の条件等 

 ①日程の概要 

 ②株式交換比率 

株式交換比率については、今後提出される第三者

機関による算定結果を参考に、当事者間で協議のう

え決定いたします。 

(3)丹平中田株式会社の概要（平成22年３月31日現在） 

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 
（当社、予定） 

平成22年８月４日 株式交換契約書締結（予定） 

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(連結) 2,151百万円 

総資産(連結) 45,147百万円 

──────────── 



金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、資産除去債務関係、賃貸等不動産、関連当事者

情報等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いた

します。 

  

（開示の省略）



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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,490 20,032

有価証券 29,000 16,000

前払費用 224 231

繰延税金資産 133 44

関係会社短期貸付金 400 3,040

未収還付法人税等 913 1,113

その他 14 14

流動資産合計 46,177 40,476

固定資産   

有形固定資産   

建物 78 82

減価償却累計額 △36 △44

建物（純額） 41 38

工具、器具及び備品 33 34

減価償却累計額 △21 △26

工具、器具及び備品（純額） 11 8

有形固定資産合計 52 46

無形固定資産   

ソフトウエア 1 11

無形固定資産合計 1 11

投資その他の資産   

投資有価証券 2,177 2,602

関係会社株式 154,058 161,283

関係会社出資金 192 192

関係会社長期貸付金 1,600 2,490

長期前払費用 305 192

繰延税金資産 130 31

その他 197 197

投資その他の資産合計 158,660 166,989

固定資産合計 158,714 167,047

資産合計 204,891 207,523



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 105 88

未払法人税等 71 73

未払消費税等 41 16

関係会社預り金 6,195 7,201

賞与引当金 38 33

役員賞与引当金 56 56

その他 12 19

流動負債合計 6,521 7,489

負債合計 6,521 7,489

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,454 18,454

資本剰余金   

資本準備金 37,973 38,140

その他資本剰余金 115,019 115,019

資本剰余金合計 152,993 153,160

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 29,886 31,146

利益剰余金合計 29,886 31,146

自己株式 △2,929 △2,708

株主資本合計 198,405 200,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35 △18

評価・換算差額等合計 △35 △18

純資産合計 198,370 200,033

負債純資産合計 204,891 207,523



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 4,463 5,642

経営指導料 2,030 －

グループ運営収入 － 2,050

営業収益合計 6,493 7,693

営業費用   

一般管理費 1,659 1,667

営業利益 4,833 6,025

営業外収益   

受取利息 99 62

有価証券利息 － 91

受取配当金 35 43

還付加算金 2 0

その他 0 0

営業外収益合計 137 199

営業外費用   

支払利息 23 60

支払手数料 19 17

株式交付費 153 －

営業外費用合計 196 78

経常利益 4,775 6,146

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 － 104

災害による損失 － 51

特別損失合計 0 155

税引前当期純利益 4,774 5,990

法人税、住民税及び事業税 3 55

法人税等調整額 159 178

法人税等合計 162 233

当期純利益 4,612 5,756



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,230 18,454

当期変動額   

新株の発行 14,224 －

当期変動額合計 14,224 －

当期末残高 18,454 18,454

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 23,749 37,973

当期変動額   

新株の発行 14,224 －

株式交換による増加 － 166

当期変動額合計 14,224 166

当期末残高 37,973 38,140

その他資本剰余金   

前期末残高 110,060 115,019

当期変動額   

株式交換による増加 4,958 －

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 4,958 △0

当期末残高 115,019 115,019

資本剰余金合計   

前期末残高 133,810 152,993

当期変動額   

新株の発行 14,224 －

株式交換による増加 4,958 166

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 19,183 166

当期末残高 152,993 153,160



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 29,220 29,886

当期変動額   

剰余金の配当 △3,945 △4,497

当期純利益 4,612 5,756

当期変動額合計 666 1,259

当期末残高 29,886 31,146

利益剰余金合計   

前期末残高 29,220 29,886

当期変動額   

剰余金の配当 △3,945 △4,497

当期純利益 4,612 5,756

当期変動額合計 666 1,259

当期末残高 29,886 31,146

自己株式   

前期末残高 △2,352 △2,929

当期変動額   

自己株式の取得 △577 △2,680

自己株式の処分 0 1

株式交換による自己株式の割当 － 2,900

当期変動額合計 △576 220

当期末残高 △2,929 △2,708

株主資本合計   

前期末残高 164,907 198,405

当期変動額   

新株の発行 28,448 －

剰余金の配当 △3,945 △4,497

当期純利益 4,612 5,756

株式交換による増加 4,958 166

株式交換による自己株式の割当 － 2,900

自己株式の取得 △577 △2,680

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 33,497 1,646

当期末残高 198,405 200,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △81 △35

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 16

当期変動額合計 46 16

当期末残高 △35 △18



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △81 △35

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 16

当期変動額合計 46 16

当期末残高 △35 △18

純資産合計   

前期末残高 164,826 198,370

当期変動額   

新株の発行 28,448 －

剰余金の配当 △3,945 △4,497

当期純利益 4,612 5,756

株式交換による増加 4,958 166

株式交換による自己株式の割当 － 2,900

自己株式の取得 △577 △2,680

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 16

当期変動額合計 33,543 1,663

当期末残高 198,370 200,033



該当事項はありません。 

  

  

役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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