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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年５月期第１四半期の連結業績（平成 19 年６月１日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

 (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５月期第１四半期 13,331 (3.7) 53 (△38.4) 60 (△59.7) 30 (△61.5)

19 年５月期第１四半期 12,857 (△0.7) 86 (258.3) 149 (65.6) 78 (66.0)

19 年５月期 52,997 427 709  △1,193

 

 
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５月期第１四半期 2 83 ― ― 

19 年５月期第１四半期 7 34 ― ― 

19 年５月期 △111 67 ― ― 

（注）19 年５月期は、主に連結子会社㈱エバースの保有する固定資産等について減損処理を行い、合計 15
億 34 百万円を特別損失に計上しております。 

 

 (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５月期第１四半期 23,702 7,941 33.5 742 80 

19 年５月期第１四半期 24,899 9,278 37.3 867 86 

19 年５月期 24,589 8,019 32.6 750 14 

 

 (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５月期第１四半期 △842 △1,517 △293 2,080 

19 年５月期第１四半期 △859 △1,333 △92 2,379 

19 年５月期 288 211 △430 4,735 
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２．平成 20 年５月期の連結業績予想（平成 19 年６月１日 ～ 平成 20 年５月 31 日）   【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 27,543 (5.1) 181 (△12.6) 310 (△7.2) 119 (―) 11 13 

通     期 55,088 (3.9) 509 (19.2) 766 (8.0) 384 (―) 35 93 

 
 

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） ： 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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 
 

（参考）第１四半期個別経営成績等の概況（平成 19 年６月１日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

（％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５月期第１四半期 13,239 (3.9) 37 (△49.3) 35 (△73.3) 12 (△82.6)

19 年５月期第１四半期 12,739 (△0.9) 73 (461.5) 131 (74.7) 69 (122.6)

19 年５月期 52,679 424 700  △352 

 

 総  資  産 純  資  産 

 百万円 百万円

20 年５月期第１四半期 23,443 8,689 

19 年５月期第１四半期 23,780 9,216 

19 年５月期 24,360 8,788 

 

 

 
 
 
 
 
 

※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確

実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後、様々な要因

によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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【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 

 当第１四半期の医薬品卸業界は、平成 18 年４月に施行された薬価基準改正(平均 6.7％の引下げ)やジェ

ネリック(後発品)の使用促進が強化された影響等もありましたが、高齢化の伸展やこれに伴う生活習慣病

関連薬の需要の拡大等により、総市場は堅調に推移したものと思われます。 

 このような環境の中、当連結会計年度を初年度とする新中期３年計画(TOKIWA ORIGINAL PROJECT 10・略

称ＴＯＰ １０)を策定し、ＴＯＰ １０の目標達成に向けて推進を強化してまいりました。特に社内の活性

化、業務改革及び人材育成を目的とした 10 のプロジェクトチームの発足による改革を推進するとともに、

物流改革の全社展開を推進いたしました。また、当社独自の受発注システムや在庫管理システムの導入の

推進、ＳＰＤ事業の拡大など付加価値を高めた営業活動を積極的に展開してまいりました。 

 前記の取り組みの結果、売上高については、133 億 31 百万円(前年同期比 3.7％増)と増収となりました。

利益面におきましては、販管費率は 0.4 ポイント改善しましたが、当期は２年に１度の薬価基準改正後の

２年目であり、販売価格の低下により、売上総利益率が 0.7 ポイント低下したこともあり、営業利益は 53

百万円(前年同期比 38.4％減)となりました。また、経常利益は、前年同期に比べ営業外費用(投資有価証券

評価損)の増加により、60 百万円(前年同期比 59.7％減)、四半期純利益は 30 百万円(前年同期比 61.5％減)

と減益となりました。しかしながら、当第１四半期は、ほぼ計画どおりに推移しており、中間期及び通期

につきましては、業績予想に変更はありません。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当四半期末の総資産は 237 億２百万円となり、前連結会計年度末と比較すると８億 87 百万円減少いたし

ました。これは主に、仕入債務の支払及び短期借入金返済等により流動資産が８億 80 百万円減少したこと

によるものであります。また、負債合計は 157 億 60 百万円となり、８億９百万円減少いたしました。これ

は主に、「支払手形及び買掛金」が４億 68 百万円、「短期借入金」が２億円減少したことなどにより、流動

負債が７億 69 百万円減少したことによるものであります。 

 また、連結キャッシュ・フローにつきましては、当四半期末の現金及び現金同等物は 20 億 80 百万円と

前連結会計年度末と比べて 26 億 54 百万円減少いたしました。これは主に、たな卸資産２億 85 百万円の増

加、仕入債務４億 68 百万円の減少や法人税等の支払額 82 百万円により営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが８億 42 百万円の資金流出になったこと、また、有価証券投資に係る 15 億７百万円の使用資金(純増)

等により投資活動によるキャッシュ・フローが 15 億 17 百万円の資金流出になったこと、及び短期借入金

返済２億円や配当金の支払額 85 百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローが２億 93 百万円の資

金流出となったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当該四半期は、ほぼ計画通りに推移しており、中間期及び通期の業績予想につきましては、平成 19 年７

月 19 日発表の予想数値と変更はありません。 
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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） 

 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 

 ① たな卸資産  たな卸資産は帳簿上のたな卸高によっております。 

 ② 法人税等   法定実効税率による簡便な方法によっております。 

 ③ その他    その他影響額が僅少なものについては、一部簡易的手法によっております。 

 

 (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 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

前年同四半期末

（平成 19 年５月期

 第１四半期末）

当四半期末 

（平成 20 年５月期

 第１四半期末）

増 減 
(参考)前期末 

(平成 19 年５月期)
科 目 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率

(％) 
金額(千円) 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

   現金及び預金 2,476,356 2,179,933 △296,423 △12.0 4,834,112

   受取手形及び売掛金 11,928,421 12,250,158 321,737 2.7 12,288,112

   有価証券 1,510,214 1,441,081 △69,133 △4.6 1,102

   たな卸資産 2,594,260 3,020,259 425,999 16.4 2,734,302

   その他 746,548 835,929 89,380 12.0 750,586

 流動資産合計 19,255,801 19,727,362 471,560 2.4 20,608,215

Ⅱ 固定資産  

   有形固定資産 4,118,354 2,582,098 △1,536,255 △37.3 2,588,995

   無形固定資産 151,342 124,789 △26,552 △17.5 124,706

   投資その他の資産 1,374,436 1,267,770 △106,665 △7.8 1,267,697

 固定資産合計 5,644,133 3,974,659 △1,669,474 △29.6 3,981,399

 資産合計 24,899,935 23,702,021 △1,197,913 △4.8 24,589,614

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

   支払手形及び買掛金 12,212,014 13,027,705 815,691 6.7 13,496,678

   短期借入金 1,000,000 500,000 △500,000 △50.0 700,000

   その他 439,160 420,422 △18,737 △4.3 521,162

 流動負債合計 13,651,174 13,948,127 296,953 2.2 14,717,840

Ⅱ 固定負債  

   退職給付引当金 748,598 671,403 △77,194 △10.3 710,924

   受入保証金 953,246 914,946 △38,300 △4.0 917,246

   その他 268,805 226,156 △42,648 △15.9 223,769

 固定負債合計 1,970,650 1,812,506 △158,143 △8.0 1,851,941

 負債合計 15,621,824 15,760,634 138,809 0.9 16,569,781
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（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

前年同四半期末

（平成 19 年５月期

 第１四半期末）

当四半期末 

（平成 20 年５月期

 第１四半期末）

増 減 
(参考)前期末 

(平成 19 年５月期)
科 目 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率

(％) 
金額(千円) 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

   資本金 607,770 607,770 ― ― 607,770

   資本剰余金 587,917 588,015 97 0.0 588,015

   利益剰余金 8,052,893 6,714,505 △1,338,388 △16.6 6,780,508

   自己株式 △3,051 △2,938 112 ― △2,938

 株主資本合計 9,245,530 7,907,352 △1,338,177 △14.5 7,973,355

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 32,580 34,035 1,454 4.5 46,477

 評価・換算差額等合計 32,580 34,035 1,454 4.5 46,477

 純資産合計 9,278,110 7,941,387 △1,336,723 △14.4 8,019,833

 負債純資産合計 24,899,935 23,702,021 △1,197,913 △4.8 24,589,614
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 (2) (要約)四半期連結損益計算書 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

前年同四半期 

（平成 19 年５月期

 第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年５月期

 第１四半期） 

増 減 
(参考)前期 

(平成 19 年５月期)
科 目 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高 12,857,838 13,331,803 473,965 3.7 52,997,728

Ⅱ 売上原価 11,771,664 12,300,056 528,392 4.5 48,621,762

 売上総利益 1,086,173 1,031,746 △54,426 △5.0 4,375,965

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,000,171 978,282 △21,889 △2.2 3,948,738

 営業利益 86,002 53,464 △32,537 △37.8 427,227

Ⅳ 営業外収益 66,449 75,483 9,033 13.6 302,509

Ⅴ 営業外費用 2,668 68,285 65,616 ― 19,856

   支払利息 2,066 1,704 △362 △17.5 11,300

   投資有価証券評価損 602 66,529 65,927 ― 7,762

   その他 ― 51 51 ― 794

 経常利益 149,783 60,662 △89,120 △59.5 709,879

Ⅵ 特別利益 574 96 △478 △83.3 10,652

Ⅶ 特別損失 ― 86 86 ― 1,534,130

 税金等調整前四半期純利益 
 又は税金等調整前当期純損 
 失(△) 

150,357 60,672 △89,685 △59.6 △813,597

 税金費用 71,866 30,455 △41,410 △57.6 380,295

 四半期純利益又は 
 当期純損失(△) 

78,491 30,217 △48,274 △61.5 △1,193,893
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 (3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

     前年同四半期(平成 19 年５月期第１四半期) 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年５月 31 日残高(千円) 607,770 587,917 8,070,618 △3,051 9,263,255

当四半期の変動額  

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,216 ― △96,216

 四半期純利益(千円) ― ― 78,491 ― 78,491

当四半期の変動額合計(千円) ― ― △17,725 ― △17,725

平成 18 年８月 31 日残高(千円) 607,770 587,917 8,052,893 △3,051 9,245,530

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年５月 31 日残高(千円) 34,083 34,083 9,297,338

当四半期の変動額 

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,216

 四半期純利益(千円) ― ― 78,491

 株主資本以外の項目の当四 
 半期の変動額(純額)(千円) 

△1,503 △1,503 △1,503

当四半期の変動額合計(千円) △1,503 △1,503 △19,228

平成 18 年８月 31 日残高(千円) 32,580 32,580 9,278,110
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     当四半期(平成 20年５月期第１四半期) 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 19 年５月 31 日残高(千円) 607,770 588,015 6,780,508 △2,938 7,973,355

当四半期の変動額  

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,220 ― △96,220

 四半期純利益(千円) ― ― 30,217 ― 30,217

当四半期の変動額合計(千円) ― ― △66,003 ― △66,003

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 607,770 588,015 6,714,505 △2,938 7,907,352

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年５月 31 日残高(千円) 46,477 46,477 8,019,833

当四半期の変動額 

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,220

 四半期純利益(千円) ― ― 30,217

 株主資本以外の項目の当四 
 半期の変動額(純額)(千円) 

△12,442 △12,442 △12,442

当四半期の変動額合計(千円) △12,442 △12,442 △78,445

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 34,035 34,035 7,941,387
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     (参考) 前期(平成 19 年５月期) 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年５月 31 日残高(千円) 607,770 587,917 8,070,618 △3,051 9,263,255

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,216 ― △96,216

 当期純損失(千円) ― ― △1,193,893 ― △1,193,893

 自己株式の処分(千円) ― 97 ― 112 210

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 97 △1,290,110 112 △1,289,899

平成 19 年５月 31 日残高(千円) 607,770 588,015 6,780,508 △2,938 7,973,355

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年５月 31 日残高(千円) 34,083 34,083 9,297,338

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当(千円) ― ― △96,216

 当期純損失(千円) ― ― △1,193,893

 自己株式の処分(千円) ― ― 210

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 
 (千円) 

12,393 12,393 12,393

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

12,393 12,393 △1,277,505

平成 19 年５月 31 日残高(千円) 46,477 46,477 8,019,833
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常盤薬品株式会社（７６４４） 平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況 
 

 (4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

 

前年同四半期 

（平成 19 年５月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年５月期 

第１四半期） 

(参考)前期 

(平成 19 年５月期)

区 分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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純利益又は 
   税金等調整前当期純損失(△) 

150,357 60,672 △813,597

   減価償却費 21,032 16,389 100,886

   資産・負債の純増減額 △734,311 △889,594 △25,107

   その他 △12,374 50,524 1,419,678

小 計 △575,295 △762,007 681,860

   法人税等の支払額 △290,951 △82,815 △486,298

   その他 7,093 2,336 93,078

 営業活動によるキャッシュ・フロー △859,154 △842,487 288,641

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   有形固定資産の純収支 △12,457 △8,452 △31,631

   有価証券・投資有価証券の純収支 △1,321,346 △1,507,924 213,517

   その他 23 △1,350 29,655

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,333,780 △1,517,726 211,542

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金純増減(△)額 ― △200,000 △300,000

   配当金の支払額 △84,227 △85,050 △95,956

   ファイナンス･リース債務の返済による 
   支出 

△8,725 △8,904 △35,169

   その他 ― ― 210

 財務活動によるキャッシュ・フロー △92,952 △293,954 △430,915

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 54 △51 225

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 △2,285,832 △2,654,219 69,493

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,665,721 4,735,214 4,665,721

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,379,888 2,080,994 4,735,214
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常盤薬品株式会社（７６４４） 平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況 
 

 (5) 事業区分別販売実績 

（記載金額は千円未満切り捨て表示） 

前年同四半期 

（平成 19 年５月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年５月期 

第１四半期） 

増 減 
(参考)前期 

(平成 19 年５月期) 
区 分 

金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円)

増減率 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

医薬品等卸売事業    

 医療用医薬品 10,864,497 84.5 11,449,862 85.9 585,365 5.4 45,007,549 84.9

 一般用医薬品 430,492 3.3 372,682 2.8 △57,809 △13.4 1,829,919 3.5

 試薬 318,039 2.5 292,989 2.2 △25,050 △7.9 1,186,972 2.2

 医療器械・用具 1,051,281 8.2 1,016,266 7.6 △35,015 △3.3 4,293,789 8.1

小 計 12,664,311 98.5 13,131,801 98.5 467,490 3.7 52,318,230 98.7

その他事業 193,527 1.5 200,002 1.5 6,475 3.3 679,497 1.3

合 計 12,857,838 100.0 13,331,803 100.0 473,965 3.7 52,997,728 100.0
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