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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

（注）平成21年3月期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 739,170 1.4 7,979 12.9 12,713 5.2 6,742 △5.9
21年3月期 729,288 32.4 7,066 23.8 12,080 25.7 7,163 12.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 221.05 ― 7.1 4.7 1.1
21年3月期 236.93 ― 9.3 5.4 1.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 286,177 104,602 36.6 2,809.19
21年3月期 255,252 84,274 33.0 2,787.26

（参考） 自己資本   22年3月期  104,602百万円 21年3月期  84,274百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 11,713 △17,662 19,522 29,255
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注）22年3月期 期末配当金の内訳   記念配当 5円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 28.00 ― 31.00 59.00 1,783 24.9 2.3
22年3月期 ― 22.50 ― 22.00 44.50 1,499 20.1 1.6
23年3月期 

（予想）
― 20.00 ― 20.00 40.00 22.9

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）当社は、22年3月期第2四半期累計期間においては、四半期財務諸表を開示していないため、23年3月期第2四半期累計期間の対前年同四半期増減
率の記載をしておりません。 

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 
累計期間 394,000 ― 5,300 ― 7,700 ― 4,200 ― 112.80

通期 765,000 3.5 7,300 △8.5 12,200 △4.0 6,500 △3.6 174.56
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、22ページ「（6）重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期 37,235,657株 21年3月期 30,235,657株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

※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見通し等の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であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提や業績予想のご利用にあたっての注意事項の内容については、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策等による景気下支え効果を受け、大企業・製造業を中心に業績

悪化に歯止めがかかり、緩やかな回復基調にある一方で、依然として雇用情勢の悪化と所得の減少が将来への生活不

安感を増幅し個人消費は非常に厳しい環境にありました。 

化粧品・日用品、一般用医薬品業界においては、平成21年6月1日に施行された改正薬事法を機に、販売先を中心に

業態を超えた資本・業務提携等の再編が加速し、競争がますます激化しております。また、雇用不安や所得低迷など

を背景に、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりを受け、低価格商品へのシフトや販売価格低下など厳しい経営

環境が続いております。 

このような状況の中、当社は「美と健康」に関わる生活必需品をフルラインで全国に販売する中間流通業として、

取引先の効果的な品揃えや販売活動を支援するマーチャンダイジング機能およびストアソリューション機能と、仕入

先から販売先の店舗に至るまでの流通コストの削減に貢献する先進のロジスティクス機能の強化を図り、サプライチ

ェーンの効率化と生産性の向上を目指した取組みを行いました。これらの具現化をより強力に推進するため、北海道

地区および東北地区においてさらなる高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的に、2ヵ所の大規模ハイテク物

流センター（「ＲＤＣ北海道」および「ＲＤＣ東北」）を建設し、同地区での事業基盤の強化・拡充を図りました。

また、専用ウェブサイトを通じたマーチャンダイジング情報を発信するなど、取引先への情報提供サービスの機能強

化を図りました。 

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高7,391億70百万円(前期比1.4％増)、営業利益79億79百万円(前期比

12.9％増)、経常利益127億13百万円(前期比5.2％増)となりました。しかしながら、減損損失4億76百万円、固定資産

除却損2億24百万円、投資有価証券評価損1億29百万円などにより、当期純利益は67億42百万円(前期比5.9％減)とな

りました。 

  

事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

卸売事業 

卸売事業は、消費低迷による価格下落などの影響があったものの、新型インフルエンザ流行に伴う予防関連商品の

特需や、新商品や季節商材への取組強化を行った結果、売上高は堅調に推移いたしました。また、物流拠点の統合に

よる合理化とさらなる高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的に、平成21年5月に「ＲＤＣ北海道」（北海道

北広島市）を開設、また同年11月には「ＲＤＣ東北」（岩手県花巻市）を開設し、事業基盤の強化を図りました。ま

た、横浜地区および首都圏のさらなる基盤強化と出荷キャパシティの拡大を目的に、同年11月にＲＤＣの建設用地

（神奈川県座間市）を取得し、平成23年3月期中の稼動に向けて準備を開始いたしました。 

これらの結果、売上高は7,303億89百万円、営業利益は94億16百万円となりました。 

  

物流受託事業 

物流受託事業は、受託先の安定した事業展開および新規受託先が増加したこと等の要因により取扱い量が増加し、

業績は堅調に推移いたしました。また、物流受託事業強化を目的として、平成21年6月に物流センター建設用地（大

阪府高槻市）を取得し、平成23年3月期中の本稼動に向けて建物の建設を着工いたしました。 

これらの結果、売上高は87億81百万円、営業利益は11億38百万円となりました。 

  

(次期の見通し) 

わが国の経済は、グローバル経済の拡大や政府の経済対策による景気下支え効果を受け、景気の 悪期は脱する見

通しであるものの、依然として雇用情勢、所得環境の悪化や個人消費の低迷、それに伴うデフレ進行も懸念されるな

ど、引き続き厳しい環境で推移するものと予想されます。 

化粧品・日用品、一般用医薬品業界では、引き続き業態を超えたＭ＆Ａや資本・業務提携等の再編が予想され、さ

らに個人消費の冷え込みとそれに伴うデフレの懸念は継続し、厳しい環境が続くものと思われます。 

このような環境の中、当社はサプライチェーン全体の効率化に貢献するためのロジスティクス機能とストアソリュ

ーション機能をさらに強化し、継続的な成長に向けた事業基盤の構築に努めてまいります。具体的には、首都圏をカ

バーする当社 大規模となる「（新）ＲＤＣ横浜（仮称）」（神奈川県座間市）の建設ほか、物流受託事業強化のた

めの「高槻物流センター（仮称）」(大阪府高槻市)の建設など、卸機能の強化とさらなるローコスト化に向けた設備

投資を実施いたします。これらの大型設備投資の実施による初期投資費用や減価償却費の増加等により減益を予想し

ておりますが、中期的な業績拡大のための先行投資として考えております。 

以上により、通期業績見通しといたしましては、売上高7,650億円(前期比3.5％増)、営業利益73億円(前期比8.5％

減)、経常利益122億円(前期比4.0％減)、当期純利益65億円(前期比3.6％減)を予想しております。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて174億19百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が135億73百万

円、商品及び製品が47億72百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて135億4百万円増加いたしました。これは主に、建物が42億58百万円、機械及び

装置が26億95百万円、土地が97億55百万円増加したことによるものであります。 

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて309億24百万円増加し、2,861億77百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて111億47百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が90億24百万円、

未払法人税等が38億69百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて5億49百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が4億56百万円、リー

ス債務が2億円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて105億97百万円増加し、1,815億75百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて203億27百万円増加いたしました。これは主に資本金が72億76百万円、資本剰余

金が72億76百万円、利益剰余金が51億25百万円増加したことによるものであります。 

この結果、純資産合計は1,046億2百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが117

億13百万円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが176億62百万円の純支出、財務活動によるキャッシュ・

フローが195億22百万円の純収入となりました。 

この結果、資金残高は、292億55百万円となりました。 

  

当事業年度末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） 

営業活動の結果得られた資金は117億13百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益119億2百万円、減価

償却費39億27百万円、売上債権の減少14億13百万円、たな卸資産の増加47億72百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は176億62百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出176億31

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） 

財務活動の結果得られた資金は195億22百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加90億24百万円、長

期借入金の返済による支出34億48百万円、株式の発行による収入144億76百万円によるものであります。 

  

なお、前年は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。従って、「営業活動」、「投資活動」、「財務活動」による各キャッシュ・フローおよび「資金残高」について

は、前年同期との比較分析は行っておりません。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

 自己資本比率（％）   39.1 33.9 36.2  33.0 36.6

 時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ － －  － 24.7

 キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
10.3 15.2 －  － 4.0

 インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
35.5 7.1 －  － 21.9
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（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３．有利子負債：短期借入金＋１年内返済予定の長期借入金＋長期借入金＋長期預り金（無利息分除く）。リ

ース債務を除く。 

４．利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている利息の支払額を利用しております。 

５．平成18年３月期から平成21年３月期までは上場していないため、時価ベースの自己資本比率は記載してお

りません。 

６．平成20年３月期および平成21年３月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシ

ュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益配分と継続的な企業発展を経営の 重要課題と認識しております。利益配分につきまし

ては、財務基盤の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を確保しつつ、安定した配当を継続して実施する

ことを基本方針としております。当面は、配当性向20％以上を目処とし、中長期的には業績拡大に応じた増配に努め

てまいります。 

当期の期末配当金につきましては、上記配当方針に基づき1株当たり普通配当17円とし、加えて上場記念配当金5円

の実施により、1株当たり22円の配当とさせていただきました。すでに平成21年11月に実施済みの中間配当金1株につ

き22円50銭と合わせまして、年間配当金は1株につき44円50銭となります。 

また、次期の配当金につきましては、1株につき中間配当金20円および期末配当金20円を含め、年間配当金40円を

予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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には、決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

（競合による投資コストの増加と価格競争リスク） 

他事業者との競合規模や当社の事業領域が拡大しており、これらに対応すべく物流・情報システム機能の充実・拡

大にともなう設備投資が必要となる可能性があります。この場合、減価償却費の増加や設備の運営・管理にかかる人

件費・諸経費等の増加により業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、販売価格競争の激化により、当社が期待する利益率が十分に確保出来ない場合は、業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

（債権回収リスク） 

当社グループは、販売先との継続取引にともなう債権について、当該販売先との密な連携体制の強化や当社内にお

ける債権管理の徹底、さらには取引信用保険の加入等により貸倒発生のリスクを抑える活動を行っておりますが、結

果として販売先が破産、民事再生等による債務不履行が発生した場合は業績に影響を与える可能性があります。 

  

（商品在庫リスク） 

当社グループが所有する商品在庫および販売先からの返品在庫は、ほとんどが仕入先へ返品が可能なため商品在庫

リスクを回避することができますが、仕入先の破産や民事再生等が発生した場合、商品在庫の価値低下を招くと同時

に返品が不能となるため、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（仕入割引のリスク） 

当社グループが属する化粧品・日用品の卸売業界におきましては業界特有の商慣行として、仕入割引があります。

仕入割引は現金割引制度で、当社グループは損益計算書上の営業外収益として計上しており、経常利益に影響を与え

ております。今後、仕入先が仕入割引に係る条件を変更した場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。 

  

（特有の法的規制等に係るもの） 

当社グループは、一般用医薬品およびその関連商品を取り扱っております。このため主に薬事法等の関連法規の規

制を受けており、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な許可、登録、指定および免許を受け、あるいは監督官公

庁に届出の後、販売活動を行っております。このため、法令違反等によりその許認可等が取り消された場合や許認可

等が得られない場合は、販売できる商品が制限され事業活動および業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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（業績の変動について） 

当社グループの業績は、第4四半期において、他の各四半期に比べて売上高は減少する傾向にあり、利益も売上高

の変動の影響を受けて減少する傾向になっております。 

これは主に、1月は年末にかけて日用品をまとめて購入する消費需要が12月に発生する影響により、また2月は営業

日数が少ないため他の月に比べて売上高が少なくなることによります。 

このため、第3四半期までの業績の傾向が、年間の当社グループの業績の傾向を示さない可能性があります。 

なお、平成22年3月期における四半期毎の業績の概要は以下のとおりであります。 

   

（注）１．上表の第1四半期および第2四半期は、あずさ監査法人の四半期レビューを受けたものではありません。 

   ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

（自然災害等の発生） 

当社グループは全国に多数の事業所、ＲＤＣを設置し事業を展開しております。自然災害等により、一部の事業所

の物流機能が不全の場合でも他の事業所によりバックアップできる体制を敷いておりますが、大規模な地震等による

甚大な自然災害が発生した場合においては、ライフラインや交通網が寸断され、またバックアップ体制が機能しない

可能性があり、物流サービスの提供などに支障が生じ業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（システムトラブル） 

当社グループは、重要な営業・物流施設であるＲＤＣの運営・管理において、複雑にプログラミングされた独自の

物流システムを用いるなど、当社グループの事業運営は、コンピュータネットワークシステムに依拠しております。

このため当社では基幹コンピュータ機器は、耐震設備および自家発電装置を備えたデータセンターに設置し、別媒

体（ディスクおよび磁気テープ）により定期的にデータのバックアップを行い、また、コンピュータウィルスの侵入

を防ぐ対策を講じておりますが、大規模な自然災害や事故またはコンピュータウィルスの侵入等により機能停止した

場合、販売・物流に大きな支障が生じる可能性があります。 

  

（親会社グループとの関係） 

当社グループは「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」、親会社グループは主に「医療用医薬品卸売事業」を

行っており、取扱い商品や流通形態等が大きく異なることから、現状は親会社グループの事業との間に競合関係はな

く、当社グループの自由な営業活動や経営判断に影響を与えるものはありません。また、当社グループの事業戦略、

人事政策等につきましては、全て当社グループが独立して主体的に検討の上、決定しております。現状は、これら親

会社グループとの関係については大きな変更を想定しておりませんが、仮に将来において親会社グループが当社グル

ープと同一の事業に参入し新たな競合関係が発生するなど親会社グループが経営方針を変更した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当事業年度末現在の親会社グループとの関係につきましては、次のとおりであります。 

① 資本関係 

当社は平成17年10月に株式会社メディセオホールディングス（現 株式会社メディパルホールディングス〔東証一

部上場〕）との株式交換により同社の完全子会社となりましたが、平成22年3月に東京証券取引所市場第一部および

大阪証券取引所市場第一部への当社株式上場に伴い、新株発行および売出しの結果、同社の持株比率は57.03％に低

下しております。 

  平成22年３月期 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年間 

売上高（百万円） 

（構成比 ％） 

 

 

187,270

(25.3)

 198,416

(26.9)

 187,696

(25.4)

 

 

165,786

(22.4)

 739,170

(100.0)

営業利益（百万円） 

（構成比 ％） 

 

 

1,741

(21.8)

 3,776

(47.3)

 1,977

(24.8)

 

 

484

(6.1)

 7,979

(100.0)

経常利益（百万円） 

（構成比 ％） 

 

 

2,870

(22.6)

 5,041

(39.6)

 3,178

(25.0)

 

 

1,623

(12.8)

 12,713

(100.0)
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② 人的関係 

［役員の兼任］ 

当社代表取締役社長三木田國夫は、親会社グループにおける「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」セグメン

トの代表者として当社の業績等の報告、業界動向の説明を行うだけでなく、親会社に対する当社としての適切な主張

等を行うことにより、親会社からの独立性を確保することを目的として親会社の取締役相談役を兼務しております。

［顧問との兼任］ 

兄弟会社である株式会社メディセオの代表取締役副社長山岸十郎（同氏は平成21年9月30日付で親会社である㈱メ

ディパルホールディングスの代表取締役副社長を退任し、同年10月1日に同社の代表取締役副社長に就任）は、平成

21年6月23日開催の当社株主総会において当社の代表取締役を退任し、当社での歴年の経験を生かした物流アドバイ

ザーとして平成21年7月1日に当社の特別顧問に就任しております。 

  

③ 取引関係 

関連当事者取引のうち、親会社グループに関連する取引は以下の通りであります。 

（単位：百万円）

  

なお、当事業年度末現在、上記以外に親会社グループに関連する取引を解消したものは、以下の通りであります。

                                              （単位：百万円）

  

会社名 取引内容 
取引金額 取引金額 

取引条件等 
平成21年３月期 平成22年３月期

（親会社） 

㈱メディパルホールデ

ィングス 

保険料の支払 

 19  19

団体保険を親会社グループ一括で

運用しており、負担分を支払して

おります。 

保険金等の受取 
 18  17

保険契約に基づき、保険金等を受

取しております。 

（兄弟会社） 

㈱メディセオ ※１ 

確定拠出年金信託報酬

の支払 
 2  2

親会社グループ一括で運用してお

り、負担分を支払しております。 

商品の販売等 ※２ 
 －  550

卸売業者間の取引条件を勘案して

決定しております。 

商品の仕入 ※２ 
 －  88

配送コスト等を勘案して双方交渉

のうえ決定しております。 

（兄弟会社） 

㈱エバルス 

商品の仕入 ※２ 
 －  6

配送コスト等を勘案して双方交渉

のうえ決定しております。 

（兄弟会社） 

㈱アトル 

商品の仕入 ※２ 
 －  6

配送コスト等を勘案して双方交渉

のうえ決定しております。 

（兄弟会社） 

㈱トリム 

保険料の支払 

 34  30

当社の保険代理店として取引して

おり、第三者の取引条件と同等で

あります。 

会社名又は氏名 取引内容 
取引金額 取引金額 

取引条件等 
平成21年３月期 平成22年３月期

（親会社） 

㈱メディパルホールデ

ィングス 

  

資金の返済 

 1,000  －

借入利率は市場金利を勘案して利

率を合理的に決定しておりまし

た。 

利息の支払 

 2  －

借入利率は市場金利を勘案して利

率を合理的に決定しておりまし

た。 

商品の販売等 ※２ 
 650  337

卸売業者間の取引条件を勘案して

決定しておりました。 

商品の仕入 ※２ 
 516  140

配送コスト等を勘案して双方交渉

のうえ決定しておりました。 
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（注）※１．兄弟会社である㈱メディセオは平成21年10月1日付で㈱クラヤ三星堂を存続会社とし、同兄弟会社である千

秋薬品㈱、㈱潮田クラヤ三星堂、㈱やまひろクラヤ三星堂、平成薬品㈱、㈱井筒クラヤ三星堂と合併を行

い商号変更した会社であります。 

※２．親会社である㈱メディパルホールディングスは平成21年10月1日をもって、事業持株会社から純粋持株会社

へ移行したため、当該取引は、従前親会社と行っていた取引を兄弟会社(㈱メディセオ、㈱エバルス、㈱ア

トル)へ移管し継続しているものであります。 

  

会社名又は氏名 取引内容 
取引金額 取引金額 

取引条件等 
平成21年3月期 平成22年3月期 

（親会社）  

㈱メディパルホールデ

ィングス  

  

経営管理料の支払 

 345  126

親会社は持株会社であり、その運

営コストの一部を契約に基づき負

担しておりました。 

事務所等の賃借 
 6  －

親会社による第三者機関の鑑定価

格を基に決定しておりました。 

福利厚生会費の支払 

 13  3

福利厚生施設の利用について親会

社グループ一括で契約しており、

当社利用分を一般の取引条件と同

条件にて支払しておりました。 

備品使用料の支払 
 0  0

一般の取引条件と同条件にて支払

しておりました。 

契約仲介手数料の受取

 1  1

親会社による研修への顧客仲介件

数に応じて一定の手数料を受領し

ておりました。 

車両の購入 
 －  3

市場価格を勘案して決定しており

ました。 

（兄弟会社） 

㈱エバルス 

事務所等の賃借 
 3  1

親会社による第三者機関の鑑定価

格を基に決定しておりました。 

（兄弟会社） 

千秋薬品㈱ ※１ 

事務所等の賃借 
 0  0

近隣の取引実勢を基に決定してお

りました。 

備品使用料の支払 
 0  －

一般の取引条件と同条件にて支払

しておりました。 

（兄弟会社） 

㈱ＭＭコーポレーショ

ン 

商品の販売 
 40  0

市場価格を勘案して取引条件を決

定しておりました。 

物流応援手数料の受取
 24  －

作業にかかる実費を受入しており

ました。 

（兄弟会社） 

㈱エバルスオーディエ

ス 

人材派遣費用の支払 

 2  －

一般の取引条件と同条件にて支払

しておりました。 

（親会社代表取締役） 

山岸十郎 

顧問料の支払 
 －  2

契約書に基づき決定しておりま

す。 
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当社グループは、株式会社メディパルホールディングスを親会社として、当社と非連結子会社1社で構成されてお

り、化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業および物流受託事業を主たる業務としております。 

なお、各事業の内容は次のとおりであります。 

  

 卸売事業 

当社は、全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等に化粧品・日用

品、一般用医薬品等を販売しております。事業定義を「ロジスティクス＆ストアソリューション」と定め、生産から店

舗、さらにはリサイクルまでのサプライチェーン効率化に貢献するローコスト物流機能と需要開発や店舗作業の効率化

に貢献するストアソリューション機能を提供しております。当社の事業基盤となる物流については、広域をカバーする

ＲＤＣを全国に設置し、独自で開発した物流機器を駆使して入庫から出荷までの高品質・ローコスト体制を構築してお

ります。 

  

 物流受託事業 

 物流受託事業は、主として販売先の物流センターの運営・管理を当社が受託する事業のことであり、卸売事業の物

流ノウハウを活用し、仕入先から販売先店舗までの物流の効率化に貢献することを目的に事業を運営しております。具

体的には、受発注、入出庫、在庫管理、配送に至るまでの物流業務を一体化して当社が担い、販売先の商品構成、適正

在庫、販売予測、店舗作業の標準化、返品・破材・什器の処理等のトータルでの 適物流を考慮したサービス提供を行

っております。競争環境の激化を背景に流通コスト削減に対するニーズはますます増加しており、当社が卸売事業の中

で培ってきたサプライチェーン構築やストアソリューション機能を 大限に発揮できる領域として事業を推進しており

ます。 

  

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「美と健康」に関する商品をフルラインでお届けする卸売業として、高品質・ローコストのロジ

スティクス機能と小売業の利益経営に貢献するストアソリューション機能を両輪に、メーカーから小売業に至るまで

のサプライチェーン全体の 適化に貢献する中間流通業を目指すことを基本方針としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、平成23年3月期から平成25年3月期までの3ヵ年の中期経営計画を策定しております。中期経営計

画において、更なる卸機能の強化と顧客満足の獲得に向けて、独自の 新技術を取り入れた物流センター建設への先

行投資を実施してまいります。 終年度である平成25年3月期には、以下の各項目の達成を目標としております。 

①売上高    億円 

②経常利益    億円 

③当期純利益    億円 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

流通を取り巻く厳しい環境が続く中で継続的な成長を果たすために「取引先の利益に貢献すること」を経営方針と

して経営基盤の強化を図ってまいります。 

卸売事業は、多様化する顧客ニーズに対応するためのソリューション機能の強化により取引先とのWin-Winの関係

構築に努めるとともに、さらなるローコスト物流と将来の事業拡大に備えた戦略的な先行投資を実施し、サプライチ

ェーン全体の効率化に貢献できる中間流通業をめざして事業の拡大・成長を図ってまいります。 

物流受託事業は、平成23年3月期に稼動する物流センターを早期に安定稼動させるとともに、新規受託先の拡大等

により、中長期的な成長に向けた事業基盤の拡充を図ってまいります。 

 また、事業拡大に向けた積極的な設備投資の一方で、遊休資産の売却や有利子負債の削減等を推進し、安定した収

益確保と株主還元を実現するための財務基盤強化にも努めてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社を取り巻く環境は、少子高齢化社会の進展、価格競争の激化、ドラッグストアやホームセンター等のグループ

化や企業統合による再編等、厳しい競争環境が続くものと思われます。このような経営環境を背景に、効率的な流通

に対する卸売業としての役割・使命はますます大きくなっております。当社グループとしてはさらなる卸機能の強化

により業績の向上に努め、企業価値の増大に向けて邁進してまいります。 

  

当社は、以下の事項を対処すべき課題として認識しております。 

①ソリューション機能の強化 

取引先の収益改善やコスト改善等のニーズに対し、営業・物流・商品・システム部門を含めたチーム営業体制を推

進し、多様化する取引先のニーズに的確に対応できるソリューション機能を強化いたします。また、「美と健康」に

関するフルラインの品揃え提案により、販売先の売場活性化に貢献し取引関係の強化を図ってまいります。 

  

②高品質・ローコスト物流体制の整備 

生産から店舗、さらにはリサイクルまでのサプライチェーン全体の効率化に貢献するための物流機能をさらに強化

し、効率的な流通に対する卸売業としての役割・使命を果たしてまいります。広域をカバーするＲＤＣの整備を進

め、高品質・ローコスト物流サービスをさらに強化するとともに取引先の物流コスト削減ニーズに対応するための物

流受託事業の強化を図ってまいります。 

  

③内部管理体制の強化 

コーポレートガバナンス体制、リスクマネジメント体制の強化を図り、経営の透明性・健全性を確保するとともに

内部管理体制の強化を図り強固な企業体質の確立に努めてまいります。 

  

３．経営方針

8,300

150

83
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,681 29,255

受取手形 1,539 1,198

売掛金 124,587 123,513

商品及び製品 27,886 32,659

前渡金 445 387

前払費用 254 207

繰延税金資産 2,223 2,318

未収入金 13,208 13,040

その他 331 944

貸倒引当金 △259 △206

流動資産合計 185,899 203,318

固定資産   

有形固定資産   

建物 32,837 38,104

減価償却累計額 △12,276 △13,284

建物（純額） ※1  20,560 ※1  24,819

構築物 2,009 2,381

減価償却累計額 △1,217 △1,377

構築物（純額） 791 1,004

機械及び装置 13,605 17,747

減価償却累計額 △7,621 △9,067

機械及び装置（純額） 5,984 8,679

車両運搬具 1,364 1,387

減価償却累計額 △1,149 △1,218

車両運搬具（純額） 214 169

工具、器具及び備品 2,341 2,393

減価償却累計額 △1,833 △1,872

工具、器具及び備品（純額） 507 521

土地 28,023 37,778

リース資産 995 722

減価償却累計額 △424 △411

リース資産（純額） 571 310

建設仮勘定 3,679 89

有形固定資産合計 60,334 73,373

無形固定資産   

のれん 235 175

ソフトウエア 398 165

リース資産 130 31

電話加入権 83 83
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

その他 4 4

無形固定資産合計 851 460

投資その他の資産   

投資有価証券 5,338 6,344

関係会社株式 5 20

出資金 5 5

長期貸付金 25 6

従業員に対する長期貸付金 0 －

破産更生債権等 178 57

長期前払費用 62 48

前払年金費用 1,230 1,079

差入保証金 1,464 1,482

その他 36 46

貸倒引当金 △179 △66

投資その他の資産合計 8,167 9,024

固定資産合計 69,353 82,858

資産合計 255,252 286,177

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,580 6,813

買掛金 105,288 106,286

短期借入金 28,813 37,837

1年内返済予定の長期借入金 3,448 1,956

リース債務 346 215

未払金 10,274 10,697

未払費用 195 242

未払法人税等 297 4,167

未払消費税等 191 －

前受金 33 28

預り金 149 120

賞与引当金 1,621 1,988

返品調整引当金 249 255

その他 69 98

流動負債合計 159,560 170,707

固定負債   

長期借入金 6,760 6,304

リース債務 358 157

繰延税金負債 549 993

退職給付引当金 1,929 2,006

長期預り金 853 939

その他 966 467

－12－



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債合計 11,418 10,868

負債合計 170,978 181,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,206 12,482

資本剰余金   

資本準備金 5,934 13,210

その他資本剰余金 11,229 11,229

資本剰余金合計 17,163 24,440

利益剰余金   

利益準備金 665 665

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 482 1,265

固定資産圧縮特別勘定積立金 805 －

別途積立金 53,744 57,744

繰越利益剰余金 6,024 7,172

利益剰余金合計 61,722 66,847

株主資本合計 84,092 103,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 182 830

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 182 831

純資産合計 84,274 104,602

負債純資産合計 255,252 286,177
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 724,666 730,188

その他売上高   

物流受託売上高 3,747 8,781

不動産賃貸売上高 873 200

保険代理店収入 0 －

その他売上高合計 4,621 8,982

売上高合計 729,288 739,170

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 23,940 27,886

合併による商品受入高 7,739 －

当期商品仕入高 642,306 655,661

小計 673,986 683,548

商品期末たな卸高 27,886 32,659

差引 646,100 650,888

返品調整引当金戻入額 395 249

返品調整引当金繰入額 249 255

差引 △145 5

商品売上原価 645,954 650,894

その他売上原価   

物流受託原価 2,776 7,142

不動産賃貸原価 490 118

その他売上原価合計 3,267 7,261

売上原価合計 649,222 658,156

売上総利益 80,065 81,014

販売費及び一般管理費 ※1  72,998 ※1  73,035

営業利益 7,066 7,979

営業外収益   

受取利息 4 0

受取配当金 127 117

仕入割引 3,654 3,586

情報提供料収入 1,010 1,117

その他 733 666

営業外収益合計 5,529 5,487

－14－



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 513 546

株式交付費 － 76

株式公開費用 － 124

その他 2 5

営業外費用合計 516 752

経常利益 12,080 12,713

特別利益   

固定資産売却益 ※2  236 ※2  3

投資有価証券売却益 140 0

貸倒引当金戻入額 651 73

訴訟関連戻入益 142 －

その他 83 0

特別利益合計 1,255 77

特別損失   

固定資産売却損 ※3  30 ※3  4

固定資産除却損 ※4  412 ※4  224

減損損失 ※5  128 ※5  476

抱合せ株式消滅差損 885 －

投資有価証券評価損 546 129

その他 140 53

特別損失合計 2,144 889

税引前当期純利益 11,190 11,902

法人税、住民税及び事業税 2,032 5,038

法人税等調整額 1,995 121

法人税等合計 4,027 5,159

当期純利益 7,163 6,742
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１．物流受託原価明細書 

  

２．不動産賃貸原価明細書 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

人件費    876  31.6  2,661  37.3

配送費    1,349  48.6  3,013  42.2

減価償却費    138  5.0  478  6.7

その他    412  14.8  990  13.8

合計    2,776  100.0  7,142  100.0

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

賃借料    84  17.2  86  73.4

租税公課    86  17.7  14  12.1

減価償却費    315  64.2  14  11.9

その他    4  0.9  3  2.6

合計    490  100.0  118  100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,206 5,206

当期変動額   

新株の発行 － 7,276

当期変動額合計 － 7,276

当期末残高 5,206 12,482

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,934 5,934

当期変動額   

新株の発行 － 7,276

当期変動額合計 － 7,276

当期末残高 5,934 13,210

その他資本剰余金   

前期末残高 382 11,229

当期変動額   

合併による増加 10,847 －

当期変動額合計 10,847 －

当期末残高 11,229 11,229

資本剰余金合計   

前期末残高 6,316 17,163

当期変動額   

新株の発行 － 7,276

合併による増加 10,847 －

当期変動額合計 10,847 7,276

当期末残高 17,163 24,440

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 665 665

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 665 665

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 489 482

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 805

固定資産圧縮積立金の取崩 △7 △22

当期変動額合計 △7 783
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 482 1,265

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 704 805

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 101 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △805

当期変動額合計 101 △805

当期末残高 805 －

別途積立金   

前期末残高 49,744 53,744

当期変動額   

別途積立金の積立 4,000 4,000

当期変動額合計 4,000 4,000

当期末残高 53,744 57,744

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,857 6,024

当期変動額   

剰余金の配当 △1,814 △1,617

当期純利益 7,163 6,742

固定資産圧縮積立金の積立 － △805

固定資産圧縮積立金の取崩 7 22

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △101 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 805

別途積立金の積立 △4,000 △4,000

合併による増加 △1,087 －

当期変動額合計 167 1,147

当期末残高 6,024 7,172

利益剰余金合計   

前期末残高 57,460 61,722

当期変動額   

剰余金の配当 △1,814 △1,617

当期純利益 7,163 6,742

合併による増加 △1,087 －

当期変動額合計 4,261 5,125

当期末残高 61,722 66,847

株主資本合計   

前期末残高 68,983 84,092

当期変動額   

新株の発行 － 14,553

剰余金の配当 △1,814 △1,617
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 7,163 6,742

合併による増加 9,759 －

当期変動額合計 15,108 19,678

当期末残高 84,092 103,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 509 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 648

当期変動額合計 △326 648

当期末残高 182 830

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 509 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 649

当期変動額合計 △326 649

当期末残高 182 831

純資産合計   

前期末残高 69,492 84,274

当期変動額   

新株の発行 － 14,553

剰余金の配当 △1,814 △1,617

当期純利益 7,163 6,742

合併による増加 9,759 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 649

当期変動額合計 14,781 20,327

当期末残高 84,274 104,602
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 11,902

減価償却費 3,927

減損損失 476

貸倒引当金の増減額（△は減少） △162

賞与引当金の増減額（△は減少） 366

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 227

受取利息及び受取配当金 △117

支払利息 546

株式交付費 76

固定資産除却損 224

投資有価証券評価損益（△は益） 129

売上債権の増減額（△は増加） 1,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,772

仕入債務の増減額（△は減少） △711

未収消費税等の増減額（△は増加） △611

未払消費税等の増減額（△は減少） △191

その他 628

小計 13,358

利息及び配当金の受取額 128

利息の支払額 △535

法人税等の支払額 △1,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,713

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 △17,631

有形固定資産の売却による収入 389

無形固定資産の取得による支出 △54

投資有価証券の取得による支出 △284

投資有価証券の売却による収入 11

関係会社株式の取得による支出 △20

貸付金の回収による収入 15

その他 △89

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,662

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） 9,024

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 △3,448

リース債務の返済による支出 △412

株式の発行による収入 14,476

配当金の支払額 △1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,573

現金及び現金同等物の期首残高 15,681

現金及び現金同等物の期末残高 ※  29,255
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 前事業年度については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フロー計算書は作成し

ておりません。 

（キャッシュ・フロー計算書の欄外注記）
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 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）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期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） 

(2）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 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

移動平均法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法） 

同左 

４．固定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） 

定率法 

 ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物      3～50年 

機械及び装置  8～12年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  （追加情報） 

 当事業年度より、構築物、機械及び装

置の一部について、耐用年数を変更して

おります。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を

契機に耐用年数を構築物は31年から15年

に、機械及び装置は7年から8年および12

年に見直したことによるものでありま

す。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。 

――――――――――  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 のれんについては、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。 

 ただし、金額に重要性が乏しい場合

には当該のれんが発生した事業年度の

費用としております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  (3）リース資産 

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を採用しておりま

す。 

(3）リース資産 

同左  

  (4）長期前払費用 

定額法 

(4）長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法  ―――――――――― 

  

株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。  

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権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、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度の負担

相当額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）返品調整引当金 

 商品の返品による損失に備えるため、

法人税法の規定に基づく繰入限度相当額

を計上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

  

  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。 

 数理計算上の差異については、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

その発生時の翌事業年度から費用処理し

ております。 

(4）退職給付引当金 

同左  

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更）   

当事業年度より、「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。 

これによる営業利益、経常利益、税引

前当期純利益および退職給付債務の差額

の未処理残高に与える影響はありませ

ん。  
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 為替予約については振当処理の要件を

満たしている場合には振当処理を行って

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引 

（為替予約取引） 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建債務および外貨建予定取引 

  

  (3）ヘッジ方針 

 事業活動に伴う為替相場等変動による

リスクを低減させること、またはキャッ

シュ・フロー固定化を目的としており、

投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約について原則としてヘッジ開

始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象の為替相場の累計とヘ

ッジ手段の相場変動の累計とを比較し、

両者の変動額等を基礎にして判定してお

ります。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対

象の資産・負債に関する重要な条件が同

一である場合には、有効性が100％であ

ることが明らかであるため、有効性の判

定は省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

―――――――――― 手許現金、随時引き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ヵ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。  

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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(7）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（営業収入（受託料収入および不動産賃貸収入等）の会計

処理の変更） 

 従来、受託料収入および不動産賃貸収入等については、

売上原価の次に営業収入として区分表示していましたが、

当事業年度より売上高を商品売上高とその他売上高に細分

し、営業収入はその他売上高として計上する方法に変更し

ております。同様に売上原価についても商品売上原価とそ

の他売上原価に細分し、従来販売費及び一般管理費に含ま

れていたその他売上高に対応する原価をその他売上原価と

して計上する方法に変更しております。 

 この変更は平成20年4月1日に㈱コバショウを合併したこ

とにより受託料収入が増加し金額的重要性が増したこと、

また当該事業に要する費用の範囲を見直し、金額を把握す

る体制が整備されたことから、受託料収入を売上高に計上

し、対応する原価を売上原価として計上することが、経営

成績をより適正に表すことになると判断したためでありま

す。また、不動産賃貸収入等についても、当該事業に要す

る費用の範囲を見直し、金額を把握する体制が整備された

ことから、不動産賃貸収入等を売上高に計上し、対応する

原価を売上原価として計上することが、経営成績をより適

正に表すことになると判断したためであります。 

 当該変更により、従来の売上高は売上高の内の商品売上

高として表示され、従来区分表示されていた営業収入

4,621百万円は売上高の内のその他売上高として表示され

るため、従来の方法に比べて売上高の区分は従来区分表示

されていた営業収入4,621百万円相当額が増加することに

なります。同様に売上原価についても従来の売上原価は売

上原価の内の商品売上原価として表示され、従来、販売費

及び一般管理費に含まれていたその他売上高に対応する原

価3,267百万円は売上原価の内のその他売上原価として表

示されるため、売上原価の区分はその他売上高に対応する

原価3,267百万円相当額が増加し、同額が販売費及び一般

管理費より減少しております。 

 また、従来売上高から売上原価を差し引いた金額を売上

総利益として表示し、これに営業収入を加えた金額を営業

総利益として表示してきましたが、上記の変更の結果、営

業総利益の表示がなくなり、その他売上高4,621百万円か

らその他売上原価3,267百万円を差し引いた金額が売上総

利益に含まれて表示されることになるため、売上総利益が

1,353百万円増加しますが、営業利益、経常利益および税

引前当期純利益への影響はありません。 

―――――――――― 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年3月30日改正））、および「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、前事業年度末

における未経過リース料期末残高相当額を取得価額とし、

期首に取得したものとしてリース資産に計上する方法によ

っております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

―――――――――― 

(8）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

 従来、商品売上高について「売上高」として表示してお

りましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬの導入に伴い、財

務諸表の比較可能性を向上させるため、前事業年度および

当事業年度は「商品売上高」と表示しております。 

――――――――――  

（貸借対照表） 

 前事業年度まで「未収入金」として計上しておりました

営業収入（受託料収入、不動産賃貸収入等）に係る債権

（前事業年度末144百万円、当事業年度末831百万円）は、

「重要な会計方針 （会計処理方法の変更）」に記載のと

おり、当事業年度において営業収入を売上高に変更したこ

とに伴い、売上高に対応する債権である「売掛金」に変更

しております。 

―――――――――― 
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(9）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 当事業年度末までに取得した有形固定資産（建物）

のうち国庫補助金等による圧縮記帳額は 百万円であ

り、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除して

おります。 

20

※１ 当事業年度末までに取得した有形固定資産（建物）

のうち国庫補助金等による圧縮記帳額は 百万円であ

り、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除して

おります。 

20

２ 保証債務 

 次の銀行借入および仕入債務に対し債務保証を行っ

ております。 

２ 保証債務 

 次の銀行借入に対し債務保証を行っております。 

㈱健翔 百万円22

従業員（住宅資金） 百万円3

合計 百万円26

従業員（住宅資金） 百万円2
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。 

配送費 百万円31,727

貸倒引当金繰入額 百万円115

賃借料 百万円2,019

減価償却費 百万円3,190

給料手当 百万円19,038

賞与引当金繰入額 百万円1,600

退職給付費用 百万円1,776

配送費 百万円31,585

賃借料 百万円1,830

減価償却費 百万円3,435

給料手当 百万円19,425

賞与引当金繰入額 百万円1,988

退職給付費用 百万円1,744

おおよその割合 おおよその割合 

販売費 ％49.0

一般管理費 ％51.0

販売費 ％48.7

一般管理費 ％51.3

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 百万円0

土地 百万円236

合計 百万円236

建物  百万円0

機械及び装置 百万円1

車両運搬具 百万円1

合計 百万円3

 主として群馬県館林市大街道の土地を売却したこと

によるものであります。 

  

※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

建物 百万円26

車両運搬具 百万円0

土地 百万円3

合計 百万円30

  

機械及び装置 百万円4

 主として群馬県館林市坂下町の建物および土地を売

却したことによるものであります。 

  

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 百万円227

構築物 百万円1

機械及び装置 百万円16

車両運搬具 百万円1

工具、器具及び備品 百万円6

ソフトウェア 百万円15

無形固定資産（その他） 百万円0

出資金 百万円0

長期前払費用 百万円4

差入保証金 百万円0

投資その他の資産（その他） 百万円19

取壊撤去費用等 百万円118

合計 百万円412

建物 百万円13

構築物 百万円0

機械及び装置 百万円11

車両運搬具 百万円2

工具、器具及び備品 百万円13

ソフトウェア 百万円170

長期前払費用 百万円1

取壊撤去費用等 百万円10

合計 百万円224
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※５．減損損失 ※５．減損損失 

(1）減損損失を認識した資産の概要 (1）減損損失を認識した資産の概要 

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

愛知県長久手町 
事業用 
資産 

建物等  25

京都府福知山市 
遊休 
資産 

土地およ
び建物等 

 103

合計  128

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

群馬県高崎市 遊休資産 
土地およ
び建物等 

 183

岩手県花巻市  遊休資産 
土地およ

び建物等 
 101

京都府福知山市 遊休資産 
土地およ

び建物  
 73

鹿児島県鹿児島市 遊休資産 
土地およ

び建物等 
 69

大阪府大東市  
事業用 

資産  

機械装置

等 
 38

北海道札幌市 遊休資産 
器具備品
等 

 10

合計  476

(2）資産のグルーピングの方法 

 当社は、卸売事業については支社単位、物流受託事

業については物流センター単位で、賃貸資産および遊

休資産については個別物件単位でグルーピングしてお

ります。 

(2）資産のグルーピングの方法 

 当社は、卸売事業については支社単位、物流受託事

業については物流センター単位で、賃貸資産および遊

休資産については個別物件単位でグルーピングしてお

ります。 

（資産グルーピングの変更） 

 ㈱コバショウとの合併を契機として受託料収入が増

加し、物流受託事業の重要性が増したことに伴い、卸

売事業の中から物流受託事業を独立した事業として認

識し、各事業単位を基本とした資産のグルーピング方

法に変更しております。その結果、卸売事業について

は支社単位、物流受託事業については各物流センター

単位とするグルーピングに変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

―――――――――― 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

(3）減損損失に至った経緯および減損損失の金額 

 当社の保有する資産のうち、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスである資産および遊休状態にあ

り今後使用が見込まれない資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

百万円）として特別損失に計上しております。 128

(3）減損損失に至った経緯および減損損失の金額 

 当社の保有する資産のうち、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスである資産および遊休状態にあ

り今後使用が見込まれない資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

百万円）として特別損失に計上しております。 476

科目 
金額 

（百万円） 

建物  54

構築物  49

機械及び装置  0

工具、器具及び備品  0

土地  24

合計  128

科目 
金額 

（百万円） 

建物  242

構築物  7

車両運搬具  0

工具、器具及び備品  5

土地  189

リース資産（有形）   25

ソフトウェア   0

リース資産（無形）   6

合計  476

(4）回収可能価額の算定方法 

 資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ております。正味売却価額は、不動産鑑定士による不

動産鑑定評価額または固定資産税評価額を基に算定し

た金額によっております。 

(4）回収可能価額の算定方法 

 資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ております。正味売却価額は、不動産鑑定士による不

動産鑑定評価額または固定資産税評価額を基に算定し

た金額によっております。 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21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  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式  30,235,657  －  －  30,235,657

合計  30,235,657  －  －  30,235,657

自己株式     

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
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20年５月９日 

取締役会 
普通株式  967  32 平成20年３月31日 平成20年５月30日 

平成20年11月７日 

取締役会 
普通株式  846  28 平成20年９月30日 平成20年11月28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21年５月19日 

取締役会 
普通株式  937 利益剰余金   31 平成21年３月31日 平成21年５月29日
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当事業年度（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）普通株式の発行済株式総数の増加7,000,000株は、公募による新株の発行による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式  30,235,657  7,000,000  －  37,235,657

合計  30,235,657  7,000,000  －  37,235,657

自己株式     

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
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19日 

取締役会 
普通株式  937  31 平成21年３月31日 平成21年５月29日 

平成21年11月16日 

取締役会 
普通株式  680  22.5 平成21年９月30日 平成21年11月30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14日 

取締役会 
普通株式  819 利益剰余金   22 平成22年３月31日 平成22年６月９日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 ――――――――――  ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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   百万円29,255

 預入期間が3ヵ月を超える 

定期預金  
  百万円－

現金及び現金同等物   百万円29,255

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

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 

① 有形固定資産 

 主として物流センターにおける情報機器（工具、

器具及び備品）であります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

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 

① 有形固定資産 

 主として物流センターにおける情報機器（工具、

器具及び備品）であります。 

② 無形固定資産 

 主として物流情報システムにかかるソフトウェア

であります。 

② 無形固定資産 

 主として物流情報システムにかかるソフトウェア

であります。 

(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

額法によっております。 

(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

額法によっております。 

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 百万円255

１年超 百万円772

合計 百万円1,027

１年内 百万円266

１年超 百万円780

合計 百万円1,046
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当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針  

 当社は、主に化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業および物流受託事業を行うための設備投資計画に照ら

して、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、ま

た、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するため

に利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。  

  

(2）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク  

 営業債権である売掛金および未収入金には、顧客および取引先の信用リスクがあります。投資有価証券であ

る株式には、市場価格の変動リスクがあります。 

営業債務である支払手形、買掛金および未払金は、1年以内の支払期日であります。 

短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。 

長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、5年以内であ

ります。  

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為

替予約取引であります。  

  

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理  

 当社は、取引先との継続取引にともなう債権について、取引先との密な連携体制や社内債権管理の徹底、さ

らには取引信用保険の加入等により貸倒発生のリスクを抑える活動を行っております。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理  

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業等）の財務状況等を把握し、取引先企業等と

の関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスク

を管理しております。 

  

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。  

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年3月31日における貸借対照表上計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（単位：百万円）   

（金融商品関係）

  貸借対照表計上額  時価 差額  

(1）現金及び預金   29,255  29,255 －

(2）売掛金 123,513  123,513 －

(3）未収入金 13,040  13,040   －

(4）投資有価証券 6,064  6,064 －

資産合計 171,873  171,873  －
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（単位：百万円） 

（※1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（ ）で示しております。  

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）未収入金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。  

(4）投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、有価証券はその他有価証券

として保有しており、これに関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご覧ください。 

  

負債  

(1）支払手形、(2）買掛金、(3）短期借入金、(5）未払金  

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。  

(4）長期借入金（1年以内期限到来）、(6）長期借入金  

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定する方法によっております。 

  

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、注記事項「デリバティブ取引関係」をご覧ください。   

  貸借対照表計上額  時価 差額 

(1）支払手形  6,813  6,813   －

(2）買掛金 106,286  106,286   －

(3）短期借入金 37,837  37,837   －

(4）長期借入金（1年以内期限到来）  1,956  2,046  90

(5）未払金 10,697  10,697 －

(6）長期借入金  6,304  6,245   △58

負債合計 169,894  169,926 31

 デリバティブ取引（※1）  

  ①ヘッジ会計が  

   適用されていないもの 
 －  －  －

  ②ヘッジ会計が 

   適用されているもの  
 1  1  －

 デリバティブ取引合計  1  1  －
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

（単位：百万円）  

（※1）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、「(4）投資有価証券」には含めておりません。  

（※2）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、上記表上に含めておりません。 

  

３．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額  

（単位：百万円）  

  

４．長期借入金の決算日後の返済予定額 

 （単位：百万円） 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）およ

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

  

区分 貸借対照表計上額 

 非上場株式（※1）   280

 子会社株式（※2）   20

   １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超  

現金及び預金    29,255   －   －   －

売掛金   123,513   －   －   －

未収入金   13,040   －   －   －

合計   165,809   －   －   －

  １年以内  １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超  

長期借入金 

（1年以内期限到来） 
  1,956   －   －   －

長期借入金    －   6,304   －   －

合計   1,956   6,304   －   －
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前事業年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

（注）当該株式の減損にあたっては、当事業年度末における時価が、取得原価の30％以上下落した場合に減損処理を行う

こととしております。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成21年３月31日） 

（有価証券関係）

  種類 
取得原価 

（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式  1,382  2,053  670

(2）債券  

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,382  2,053  670

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式  3,469  3,163  △305

(2）債券  

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  3,469  3,163  △305

合計  4,851  5,217  365

売却額（百万円） 
売却益の合計額 

（百万円） 
売却損の合計額 

（百万円） 

 271  140  2

  貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式  121

合計  121

(2）子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式  5

関連会社株式  －

合計  5
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当事業年度   

１．子会社株式及び関連会社株式（平成22年３月31日） 

子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式20百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。 

  

２．その他有価証券（平成22年３月31日）  

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 280百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  

４．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損129百万円を計上しております。 

  種類  取得原価（百万円）
貸借対照表計上額 

（百万円）  
差額（百万円）  

貸借対照表計上額が取得 

原価を超えるもの   

（1）株式    2,927   4,345   1,417

（2）債権        

① 国債・地方債

等  
  －   －   －

② 社債    －   －   －

③ その他    －   －   －

（3）その他    －   －   －

小計    2,927   4,345   1,417

貸借対照表計上額が取得 

原価を超えないもの   

（1）株式    1,896   1,719   △177

（2）債権        

① 国債・地方債

等  
  －   －   －

② 社債    －   －   －

③ その他    －   －   －

（3）その他    －   －   －

小計    1,896   1,719   △177

合計    4,823   6,064   1,240

種類  売却額（百万円）  
売却益の合計額 

（百万円）  

売却損の合計額 

（百万円）  

（1）株式    11   0   0

（2）債権        

① 国債・地方債等    －   －   －

② 社債    －   －   －

③ その他    －   －   －

（3）その他    －   －   －

合計    11   0   0
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）  

１．取引の状況に関する事項  

(1）取引の内容、取引の目的 

当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクの回避を目的として行っており、為替予約

取引を利用しております。 

なお、当該デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計の方法については「重

要な会計方針 ７．ヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。 

(2）取引に対する取組方針 

当社は、外貨建金銭債務の範囲内で、相場変動リスク回避の目的にのみデリバティブ取引を利用し、短期

的な売買差益を獲得する目的や、投機的目的のために単独でデリバティブ取引を利用することは行わない方

針であります。 

(3）取引に係るリスクの内容 

当社が利用している為替予約取引については為替相場の変動による一般的な市場リスクを有しておりま

す。 

また、当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため相手方の契約不履行による

リスクはほとんどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

通貨関連のデリバティブ取引の実行および管理は、「職務権限規則」に基づいて行っております。 

通貨関連のデリバティブ取引は、海外事業部が対象となる外貨建金銭債務残高の範囲内で行っており、毎

月銀行よりデリバティブ取引の残高通知書を受領し、実績表との一致を確認しております。 

なお、それぞれの運用および管理状況は社内監査を受け持つ部門が監査しております。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

当社の利用しているデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しているため取引の時価等に関する注記を省略してお

ります。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

該当事項はありません。  

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

通貨関連  

 （注）時価の算定方法  

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。  

  

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計の方法 取引の種類  主なヘッジ対象

当事業年度（平成22年３月31日） 

 契約額等 

（百万円）  

うち１年超 

（百万円）  

時価 

（百万円）  

原則的処理方法 

為替予約取引  

 買建 

  米ドル  

  

  

買掛金  

  

  

  48

  

  

  －

  

  

  1
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（退職給付関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制

度、総合設立型の厚生年金基金制度および退職一時金制

度ならびに確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度

を設けております。 

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制

度、総合設立型の厚生年金基金制度および退職一時金制

度ならびに確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度

を設けております。 

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

（百万円） 

（東京薬業厚生年金基金） 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

（百万円） 

（東京薬業厚生年金基金） 

年金資産の額  415,832

年金財政計算上の給付債務の額  497,473

差引額  △81,640

年金資産の額  325,177

年金財政計算上の給付債務の額  502,794

差引額  △177,616

(2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（東京薬業厚生年金基金） ％4.4 （東京薬業厚生年金基金） ％4.7

(3）補足説明 (3）補足説明 

 上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高 百万円と当年度不足金

百万円から別途積立金 百万円を控除し

た額であります。本制度における過去勤務債務の償

却方法は元利均等償却であり、償却残余期間は10年

10ヵ月であります。 

 なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合と

は一致致しません。 

57,689

76,103 52,152

 上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高 百万円、当年度不足金

百万円と前年度からの繰越不足金 百

万円であります。本制度における過去勤務債務の償

却方法は元利均等償却であり、償却残余期間は9年

10ヵ月であります。 

 なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合と

は一致致しません。 

53,210

100,455 23,950

２．退職給付債務に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

２．退職給付債務に関する事項 

（平成22年３月31日現在） 

  （百万円）

イ．退職給付債務  △5,415

ロ．年金資産（退職給付信託を含む）  2,907

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △2,507

ニ．未認識数理計算上の差異  1,809

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減額）  ─

ヘ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）  △698

ト．前払年金費用  1,230

チ．退職給付引当金（ヘ－ト）  △1,929

  （百万円）

イ．退職給付債務  △5,672

ロ．年金資産（退職給付信託を含む）  3,544

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △2,127

ニ．未認識数理計算上の差異  1,201

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減額）  ─

ヘ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）  △926

ト．前払年金費用  1,079

チ．退職給付引当金（ヘ－ト）  △2,006
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  （百万円）

イ．勤務費用  388

ロ．利息費用  112

ハ．期待運用収益（減算）  △130

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  78

ホ．過去勤務債務の費用処理額  ─

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）  448

ト．その他  1,341

計  1,790

  （百万円）

イ．勤務費用  354

ロ．利息費用  108

ハ．期待運用収益（減算）  △58

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  182

ホ．過去勤務債務の費用処理額  ─

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）  586

ト．その他  1,191

計  1,777

（注） 「ト．その他」は、確定拠出年金への掛金支払

額、厚生年金基金制度への掛金支払額等であり

ます。 

（注） 「ト．その他」は、確定拠出年金への掛金支払

額、厚生年金基金制度への掛金支払額等であり

ます。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 ％2.0

ハ．期待運用収益率 ％3.0

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ─

ホ．数理計算上の差異の処理年数 年10

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 ％2.0

ハ．期待運用収益率 ％2.0

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ─

ホ．数理計算上の差異の処理年数 年10

（各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。） 

（各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。） 

（ストック・オプション等関係）
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  （百万円）

繰延税金資産 

未払事業税 52

賞与引当金 658

貸倒引当金 89

未払経費 994

退職給付引当金 783

投資有価証券評価損 466

未払役員退職慰労金 223

確定拠出年金 331

減損損失 52

その他 682

繰延税金資産小計 4,334

評価性引当額 △999

繰延税金資産合計 3,335

  

繰延税金負債 

固定資産圧縮特別勘定積立金 △550

固定資産圧縮積立金 △329

その他有価証券評価差額金 △176

前払年金費用 △499

その他 △106

繰延税金負債合計 △1,661

繰延税金資産（負債）の純額 1,673

  （百万円）

繰延税金資産 

未払事業税 326

賞与引当金 807

貸倒引当金 48

未払経費 686

退職給付引当金 814

投資有価証券評価損 402

未払役員退職慰労金 188

確定拠出年金 157

減損損失 94

その他 623

繰延税金資産小計 4,149

評価性引当額 △1,012

繰延税金資産合計 3,136

  

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △864

その他有価証券評価差額金 △402

前払年金費用 △438

その他 △106

繰延税金負債合計 △1,811

繰延税金資産（負債）の純額 1,325

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率（調整） ％40.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％0.9

住民税均等割等 ％1.3

評価性引当額 ％△2.7

抱合せ株式消滅差損 ％3.2

抱合せ株式消滅差益 ％△0.3

吸収合併に伴う子会社繰越欠損金引継ぎ ％△7.4

その他 ％0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％36.0

  

法定実効税率（調整） ％40.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％1.6

住民税均等割等 ％1.2

評価性引当額 ％0.1

その他 ％△0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％43.4

（持分法損益等）
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（共通支配下の取引等） 

（当社と株式会社コバショウとの合併） 

１．結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容 

株式会社コバショウ 一般用医薬品等の卸売業 

（2）企業結合の法的形式 

株式会社パルタック（現㈱Paltac）を吸収合併継承会社、株式会社コバショウを吸収合併消滅会社とする吸

収合併 

（3）結合後企業の名称 

株式会社パルタックＫＳ （現㈱Paltac） 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

当社の主要取扱い品目である化粧品・日用品、一般用医薬品と、株式会社コバショウの持つ一般用医薬

品、健康食品、日用品等を合わせ、営業・流通網の拡大とロジスティクスサービスの一層の高度化を図り、

ドラッグストアをはじめとする各地区の取引先と社会に一段と貢献できる顧客起点の卸機能を有する次世代

の業態卸売業を目指すものであります。 

当該目的を達成するため、当社の親会社である株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（現㈱

メディパルホールディングス）の完全子会社である株式会社コバショウと平成20年4月1日付で合併しており

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」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「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 終改正平成19年11月15日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。 

  

（共通支配下の取引等） 

（当社と株式会社エイコーとの合併） 

 １．結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容 

株式会社エイコー  化粧品・日用品等の卸売業 

(2) 企業結合の法的形式 

株式会社パルタックＫＳ（現㈱Paltac）を吸収合併継承会社、株式会社エイコーを吸収合併消滅会社とする

吸収合併 

(3) 結合後企業の名称 

      株式会社パルタックＫＳ (現㈱Paltac) 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

両社の持つノウハウや各種経営資源を有効活用し、化粧品・日用品等卸売事業分野において、流通のさら

なる効率化・ 適化を図り、取引先と社会により貢献する取り組みを進めるものであります。 

当該目的を達成するため、当社の完全子会社である株式会社エイコーと平成20年10月1日付で合併してお

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」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「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 終改正平成19年11月15日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。 

  

（共通支配下の取引等） 

（当社と株式会社アイザスとの合併） 

 １．結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容 

株式会社アイザス  物流受託事業 

（企業結合等関係）
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(2) 企業結合の法的形式 

株式会社パルタックＫＳ（現㈱Paltac）を吸収合併継承会社、株式会社アイザスを吸収合併消滅会社とする

吸収合併 

(3) 結合後企業の名称 

     株式会社パルタックＫＳ (現㈱Paltac) 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

株式会社アイザスの持つノウハウや各種経営資源を当社に統合・整理することにより迅速な意思決定なら

びに事業の効率化・ 適化を図り、特に物流受託事業における体制の強化を進めるものであります。 

当該目的を達成するため、当社の完全子会社である株式会社アイザスと平成21年3月1日付で合併しており

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」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。 

  

（共通支配下の取引等） 

（当社と株式会社ワッツ・ジャパンとの合併） 

１．結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容 

株式会社ワッツ・ジャパン  物流受託事業 

(2) 企業結合の法的形式 

株式会社パルタックＫＳ（現㈱Paltac）を吸収合併継承会社、株式会社ワッツ・ジャパンを吸収合併消滅会

社とする吸収合併 

(3) 結合後企業の名称 

     株式会社パルタックＫＳ (現㈱Paltac) 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

株式会社ワッツ・ジャパンの持つノウハウや各種経営資源を当社に統合・整理することにより迅速な意思

決定ならびに事業の効率化・ 適化を図り、特に物流受託事業における体制の強化を進めるものでありま

す。 

当該目的を達成するため、平成21年1月14日付けで他の株主が所有する株式会社ワッツ・ジャパン株式

（49％）を追加取得し完全子会社とした後、同社と平成21年3月1日付で合併しております。 

 ２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。 

 ３．子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価およびその内訳 

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間 

  ① 発生したのれんの金額 

    24百万円 

  ② 追加取得した株式会社ワッツ・ジャパン株式の取得原価と減少する少数株主持分の金額の差額をのれんと

して処理しております。 

  ③ 償却方法および償却期間 

    当該のれんは、金額に重要性が乏しいため、当連結会計年度において一括償却しております。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

取得の対価 現金 24百万円
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当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社が保有している賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 （追加情報） 

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）

および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月

28日）を適用しております。  

  

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）および

「関連当事者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13号 平成18年10月17日）を適用し

ております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（現㈱メディパルホールディングス）（東京証券取引所

に上場） 

（2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

株式会社メディパルホールディングス（東京証券取引所に上場） 

(2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。  

（賃貸等不動産関係）

（関連当事者情報）
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（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円2,787.26

１株当たり当期純利益金額 円236.93

１株当たり純資産額 円2,809.19

１株当たり当期純利益金額 円221.05

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当期純利益（百万円）  7,163  6,742

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）  7,163  6,742

期中平均株式数（千株）  30,235  30,504

（重要な後発事象）
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役員の異動 

役員の異動につきましては、本日平成22年5月14日発表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」および「取締役、

監査役および執行役員等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 

５．その他
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