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(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年3月期第1四半期 46,847 － 246 － 416 － 68 －

19年3月期第1四半期 － － － － － － － －

19年3月期 168,918   2,041   2,611   917   

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

20年3月期第1四半期 2 53 － －

19年3月期第1四半期 － － － －

19年3月期 38 21 － －

(2）連結財政状態  

 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 

20年3月期第1四半期 101,962 37,230 36.5 1,429 69

19年3月期第1四半期 － － － － －

19年3月期 99,986 37,272 37.2 1,430 80

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 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 

20年3月期第1四半期 △37 △1,085 △143 15,517 

19年3月期第1四半期 － － － － 

19年3月期 3,114 △2,752 △1,887 16,785 

- 1 -



２．配当の状況 

３．平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日） 

   当グループは業績予想の見直しを行っていないため、業績予想の修正を行っておりません。 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 無 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．その他をご覧ください。 

 
１株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 

      円  銭     円  銭     円  銭 

平成19年３月期 ― 5    25 5    25 

平成20年３月期（実績） ― ― 
10    50 

平成20年３月期（予想） 5    25 5    25 

新規 0社   除外 0社   

- 2 -

（株）ほくやく・竹山ホールディングス （3055） 平成20年3月期 第1四半期 財務・業績の概況



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社は、株式移転により昨年9月29日に株式会社ほくやくと株式会社竹山が経営統合したため、当第1四半期連結会

計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日）は、第１四半期連結業績状況開示の初年度となり、前年同期との対比

は行っておりません。 

当第１四半期のわが国経済は、設備投資の増加と雇用情勢の改善により、景況感は堅調に推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは引き続き統合シナジーの早期実現に向けた営業拠点の統合、基幹システム

の構築ならびにグループ管理業務の集約を目的とした事務センター設立の準備を推進いたしました。さらに傘下グル

ープ会社の事業統合・再編も開始いたしました。 

以上の結果、当社グループの第1四半期連結の売上高は468億47百万円、営業利益は2億46百万円、経常利益は4億16

百万円、また、四半期純利益は68百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期のキャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第1四半期において、営業活動による資金の減少は37百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加

17億87百万円となったものの、売上債権の増加12億11百万円、法人税等の支払額6億66百万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）  

当第1四半期において、投資活動による資金の減少は10億85百万円となりました。これは主として、有形固定資

産の取得による支出3億64百万円、無形固定資産の取得による支出1億93百万円及び新規連結子会社の取得による支

出5億44百万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）  

当第1四半期において、財務活動による資金の減少は1億43百万円となりました。これは主として、配当金の支払

1億36百万円によるものであります。 

３．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） 

該当事項はありません。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

税金費用については、法定実行税率をベースとした年間予想税率により計算しております。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。  
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

当四半期末 
（平成20年3月期 
第1四半期末） 

（参考）前期末 
（平成19年3月期末） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金  15,768 16,902 

受取手形及び売掛金 44,851 43,430 

たな卸資産 10,598 10,212 

繰延税金資産  785 717 

その他  4,176 3,970 

貸倒引当金 △283 △286 

流動資産合計 75,897 74,946 

Ⅱ 固定資産     

  １ 有形固定資産      

建物及び構築物  4,644 4,638 

土地  6,504 6,509 

その他 624 278 

有形固定資産合計  11,773 11,426 

  ２  無形固定資産     

     のれん   1,625 1,222 

 その他  731 660 

無形固定資産合計 2,357 1,882 

  ３  投資その他の資産      

    その他  12,667 12,464 

   貸倒引当金 △755 △756 

投資その他の資産合計 11,911 11,707 

固定資産合計 26,043 25,017 

Ⅲ 繰延資産 22 22 

繰延資産合計  22 22 

資産合計 101,962 99,986 
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科目 

当四半期末 
（平成20年3月期 
第1四半期末） 

（参考）前期末 
（平成19年3月期末） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（負債の部）   

Ⅰ  流動負債   

支払手形及び買掛金 59,440 57,472 

短期借入金  19 16 

未払法人税等  271 720 

引当金  1,021 885 

その他  1,128 1,088 

流動負債合計 61,881 60,183 

Ⅱ  固定負債   

長期借入金  24 23 

繰延税金負債  1,975 1,748 

引当金  566 696 

その他  283 62 

固定負債合計 2,850 2,530 

負債合計 64,731 62,714 

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

資本金  1,000 1,000 

資本剰余金 12,756 12,756 

利益剰余金  22,196 22,264 

自己株式  △10 △8 

株主資本合計 35,942 36,012 

Ⅱ  評価・換算差額等   

その他有価証券差額金  2,741 2,703 

土地再評価差額金  △1,562 △1,562 

評価・換算差額等合計 1,178 1,141 

Ⅲ  少数株主持分 109 118 

純資産合計 37,230 37,272 

負債及び純資産合計 101,962 99,986 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

当四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

（参考）前期 
（平成19年3月期） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 46,847 168,918 

Ⅱ 売上原価 43,101 155,080 

売上総利益 3,746 13,837 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,500 11,796 

営業利益 246 2,041 

Ⅳ 営業外収益 216 727 

Ⅴ 営業外費用 46 156 

経常利益 416 2,611 

Ⅵ 特別利益 0 48 

Ⅶ 特別損失 77 486 

税金等調整前四半期（当
期）純利益 

340 2,173 

法人税、住民税及び事業税 243 1,070 

法人税等調整額  37 216 

少数株主損失 8 30 

四半期（当期）純利益 68 917 
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
当四半期 

（平成20年3月期 
第1四半期） 

（参考）前期 
（平成19年3月期） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利益 340 2,173 

     減価償却費   146 535 

    繰延資産償却 0 1 

    減損損失 64 23 

   のれん償却 111 259 

     受取利息及び受取配当金 △62 △123 

     支払利息 0 9 

     固定資産売却益 － △2 

   固定資産売却損 12 23 

   固定資産除却損 0 70 

   経営統合諸費用 － 15 

     転籍加算金 － 352 

     売上債権の増減額 △1,211 1,442 

     たな卸資産の増加額 △368 △650 

     仕入債務の増加額  1,787 673 

     その他 △254 △3 

        小計  567 4,800 

     利息及び配当金の受取額 62 123 

     利息の支払額 △0 △9 

     法人税等の支払額  △666 △1,499 

     経営統合諸費用の支払額 － △15 

     事務所移転費用の支払額   － △285 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △37 3,114 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

     定期預金等の預入による支出 0 △68 

     定期預金等の払戻による収入 16 239 

     有形固定資産の取得による支出 △364 △2,749 

     有形固定資産の売却による収入  20 242 

     無形固定資産の取得による支出 △193 △219 

     投資有価証券の取得による支出 △12 △201 

   投資有価証券の売却による収入 － 9 

     新規連結子会社の取得による支出  △544 － 

     繰延資産の取得による支出  － △7 

貸付による支出  △10 － 

     貸付金の回収による収入 3 2 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,085 △2,752 
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当四半期 

（平成20年3月期 
第1四半期） 

（参考）前期 
（平成19年3月期） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金の返済による支出  － △1,300 

     長期借入金の返済による支出  △5 △339 

     自己株式の売却による収入  0 0 

     自己株式の取得による支出 △1 △15 

     配当金の支払額 △136 △233 

財務活動によるキャッシュ・フロー △143 △1,887 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △1,267 △1,525 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  16,785 15,528 

   新規連結子会社の現金及び現金同等
物の受入高   

－ 2,781 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期期末
（期末）残高 

15,517 16,785 
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(4）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当四半期（平成20年3月期第1四半期） 

（参考）前期（平成19年3月期） 

 
医薬品事業 
（百万円） 

医療機器事業 
（百万円） 

調剤事業 
（百万円）

介護事業  
（百万円） 

その他  
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高 36,537 9,414 1,547 275 1,022 48,797 (1,949) 46,847 

営業費用 36,335 9,361 1,532 237 886 48,354 (1,752) 46,601 

営業利益 202 53 15 37 135 443 (197) 246 

 
医薬品事業 
（百万円） 

医療機器事業 
（百万円） 

調剤事業 
（百万円）

 介護事業 
（百万円） 

その他  
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高 142,051 23,598 5,490 1,158 2,352 174,650 (5,731) 168,918 

営業費用 140,261 23,376 5,457 1,072 2,102 172,271 (5,394) 166,877 

営業利益 1,789 221 32 85 249 2,378 (337) 2,041 
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