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平成 20 年５月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

平成 20 年４月 15 日 

上 場 会 社 名        常盤薬品株式会社             上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号        ７６４４                 ＵＲＬ  http://www.tokiwa-yakuhin.co.jp 
代  表  者（役職名）代表取締役社長      （氏名）枝廣 弘巳 
問合せ先責任者（役職名）取締役管理本部長兼総務部長（氏名）大田 達朗 ＴＥＬ(0836)41－6111(代表) 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年５月期第３四半期の連結業績（平成 19 年６月１日 ～ 平成 20 年２月 29 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３四半期 40,930 (4.4) 229 (△10.2) 330 (△30.7) 191 (―)

19 年５月期第３四半期 39,210 (△0.6) 255 (―) 476 (221.6) △1,242 (―)

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３四半期 17 87 ― ― 

19 年５月期第３四半期 △116 22 ― ― 

19 年５月期 △111 67 ― ― 

（注）19 年５月期第３四半期及び 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、19 年５月期第３四半期は合計 15 億 33 百万円、19 年５月期は合計 15 億 34 百万円の特別損失を計上してお
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３四半期 22,072 8,010 36.3 749 26 

19 年５月期第３四半期 23,360 7,978 34.2 746 28 

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３四半期 △704 △616 △424 2,988 

19 年５月期第３四半期 △292 △1,291 △413 2,668 

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】 

（％表示は対前期増減率） 

 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

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３四半期個別経営成績等の概況（平成 19 年６月１日 ～ 平成 20 年２月 29 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３四半期 40,657 (4.3) 209 (△11.4) 318 (△28.4) 156 (―)

19 年５月期第３四半期 38,968 (△0.5) 236 (―) 444 (238.9) △419 (―)

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３四半期 21,833 8,766 

19 年５月期第３四半期 23,105 8,739 

19 年５月期 24,360 8,788 

（注）19 年５月期第３四半期及び 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
行ったことに伴い、子会社株式評価損、貸倒引当金繰入額等の特別損失を 19 年５月期第３四半期は合計６億 88 百
万円、19 年５月期は合計６億 89 百万円を特別損失に計上しております。 

 

 

 
 
 
 
 
 

※ 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３四半期の医薬品卸業界は、平成 18 年４月施行の薬価基準改正(平均 6.7％の引下げ)後の２年目と

いうこともあり、総じて販売価格が低下いたしました。これに加えて、冬季関連商品の需要が予想を下回

ったこともあり、厳しい環境が続きましたが、大型新薬の発売や高齢化の伸展に伴う生活習慣病関連薬の

需要の拡大などにより、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 10 のプロ

ジェクトチームよる業務改革を強力に推進し、なかでも４月に実施予定の薬価改正に伴う買い控えに対応

すべく適正在庫の確保(在庫削減)を強化するとともに、医療用医薬品事業と医療器械・用具事業の営業面

における連携を強化し、新しい市場獲得に向け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、409 億 30 百万円(前年同期比 4.4％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 0.36 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 0.45 ポイント低下したこともあり、営業利益は２

億 29 百万円(前年同期比 10.2％減)と減益となりました。また、経常利益も、前年同期に比べ営業外費用が

93 百万円増加(主に投資有価証券評価損 12 百万円増、有価証券償還損 83 百万円増)したことにより、３億

30 百万円(前年同期比 30.7％減)と減益となりました。四半期純利益につきましては、前年同期は連結子会

社㈱エバースの減損損失等 15 億 33 百万円を特別損失に計上したことにより、12 億 42 百万円の四半期純損

失でしたが、当四半期は１億 91 百万円の四半期純利益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は 220 億 72 百万円となり、前連結会計年度末と比較すると 25億 16 百万円減少

いたしました。これは主に、固定資産は「投資その他の資産」が４億 10 千万円増加したことにより、３億

64 百万円増加しましたが、仕入債務の支払い及び短期借入金の返済等により「現金及び預金」が 17 億 46

百万円、「受取手形及び売掛金」が２億 54 百万円、４月に実施予定の薬価改正に伴う買い控えに対応すべ

く在庫削減を強化したことにより「たな卸資産」が８億 72 百万円各々減少したことにより、流動資産が 28

億 81 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 140 億 62 百万円となり、25 億７百万

円減少いたしました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が 20 億 86 百万円、「短期借入金」が３億円減

少したことなどにより、流動負債が 24 億 26 百万円減少したことによるものであります。 

 また、当第３四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較

して 17 億 46 百万円減少し、29 億 88 百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動により使用した資金は、７億４百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純

利益が３億 41 百万円、売上債権の減少額が２億 54 百万円、たな卸資産の減少額が８億 72 百万円、未払消

費税の増加額が 47 百万円ありましたが、仕入債務の減少額が 20 億 86 百万円、法人税等の支払額が２億 14

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) 

 投資活動により使用した資金は、６億 16 百万円となりました。これは主として、有価証券投資に係る純

収支△５億 79 百万円、有形固定資産に係る純収支△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) 

 財務活動により使用した資金は、４億 24 百万円となりました。これは主として、短期借入金返済による

支出３億円、配当金の支払 96 百万円によるものであります。 
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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、通期の業績予想につきましては、平成 20 年１月 15 日発

表の予想数値と変更はありません。 

 

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） 

 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３四半期末）

当四半期末 
（平成 20 年５月期
 第３四半期末）

増 減 
(参考)前期末 

(平成 19 年５月期末)
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 2,767,930 3,087,226 319,296 11.5 4,834,112

   受取手形及び売掛金 11,633,516 12,034,023 400,506 3.4 12,288,112

   有価証券 1,516,629 1,152 △1,515,476 △99.9 1,102

   たな卸資産 2,642,412 1,861,787 △780,624 △29.5 2,734,302

   その他 733,010 742,851 9,841 1.3 750,586

 流動資産合計 19,293,498 17,727,041 △1,566,456 △8.1 20,608,215

Ⅱ 固定資産  

   有形固定資産 2,598,979 2,554,569 △44,409 △1.7 2,588,995

   無形固定資産 137,861 112,408 △25,452 △18.5 124,706

   投資その他の資産 1,330,022 1,678,634 348,612 26.2 1,267,697

 固定資産合計 4,066,862 4,345,612 278,749 6.9 3,981,399

 資産合計 23,360,360 22,072,654 △1,287,706 △5.5 24,589,614

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

   支払手形及び買掛金 12,416,440 11,410,283 △1,006,157 △8.1 13,496,678

   短期借入金 700,000 400,000 △300,000 △42.9 700,000

   その他 381,640 481,345 99,705 26.1 521,162

 流動負債合計 13,498,080 12,291,629 △1,206,451 △8.9 14,717,840

Ⅱ 固定負債  

   退職給付引当金 716,544 655,662 △60,882 △8.5 710,924

   受入保証金 927,446 902,146 △25,300 △2.7 917,246

   その他 239,702 212,738 △26,963 △11.2 223,769

 固定負債合計 1,883,693 1,770,547 △113,146 △6.0 1,851,941

 負債合計 15,381,774 14,062,176 △1,319,598 △8.6 16,569,781

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

   資本金 607,770 607,770 ― ― 607,770

   資本剰余金 588,015 588,015 ― ― 588,015

   利益剰余金 6,731,876 6,875,312 143,436 2.1 6,780,508

   自己株式 △2,938 △2,938 ― ― △2,938

 株主資本合計 7,924,723 8,068,159 143,436 1.8 7,973,355

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 53,862 △57,682 △111,544 ― 46,477

 評価・換算差額等合計 53,862 △57,682 △111,544 ― 46,477

 純資産合計 7,978,586 8,010,477 31,891 0.4 8,019,833

 負債純資産合計 23,360,360 22,072,654 △1,287,706 △5.5 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３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年５月期
 第３四半期） 

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 39,210,007 40,930,596 1,720,588 4.4 52,997,728

Ⅱ 売上原価 35,984,054 37,748,295 1,764,240 4.9 48,621,762

 売上総利益 3,225,952 3,182,301 △43,651 △1.4 4,375,965

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,970,212 2,952,476 △17,735 △0.6 3,948,738

 営業利益 255,740 229,824 △25,915 △10.1 427,227

Ⅳ 営業外収益 231,796 206,619 △25,177 △10.9 302,509

Ⅴ 営業外費用 11,513 105,487 93,973 816.2 19,856

   支払利息 8,041 6,210 △1,830 △22.8 11,300

   投資有価証券評価損 3,202 15,670 12,467 389.4 7,762

   有価証券償還損 261 83,263 83,001 ― 261

   その他 8 343 334 ― 532

 経常利益 476,023 330,957 △145,066 △30.5 709,879

Ⅵ 特別利益 3,510 37,479 33,968 967.8 10,652

Ⅶ 特別損失 1,533,159 27,346 △1,505,812 △98.2 1,534,130

 税金等調整前四半期純利益 
 又は税金等調整前四半期 

(当期)純損失(△) 
△1,053,624 341,090 1,394,715 ― △813,597

 税金費用 188,900 150,065 △38,834 △20.6 380,295

 四半期純利益又は 
 四半期(当期)純損失(△) 

△1,242,525 191,024 1,433,549 ― △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３四半期) 

（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

 四半期純損失(千円) ― ― △1,242,525 ― △1,242,525

 自己株式の処分(千円) ― 97 ― 112 210

当四半期の変動額合計(千円) ― 97 △1,338,742 112 △1,338,531

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 607,770 588,015 6,731,876 △2,938 7,924,723

 

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

 四半期純損失(千円) ― ― △1,242,525

 自己株式の処分(千円) ― ― 210

 株主資本以外の項目の当四 
 半期の変動額(純額)(千円) 

19,779 19,779 19,779

当四半期の変動額合計(千円) 19,779 19,779 △1,318,752

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 53,862 53,862 7,978,586

 

     当四半期(平成 20 年５月期第３四半期) 

（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) ― ― 191,024 ― 191,024

当四半期の変動額合計(千円) ― ― 94,803 ― 94,803

平成 20 年２月 29 日残高(千円) 607,770 588,015 6,875,312 △2,938 8,068,159

 

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) ― ― 191,024

 株主資本以外の項目の当四 
 半期の変動額(純額)(千円) 

△104,159 △104,159 △104,159

当四半期の変動額合計(千円) △104,159 △104,159 △9,355

平成 20 年２月 29 日残高(千円) △57,682 △57,682 8,010,477
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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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 (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３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年５月期 

第３四半期） 

(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 
   税金等調整前四半期(当期)純損失(△) 

△1,053,624 341,090 △813,597

   減価償却費 66,390 70,972 100,886

   減損損失 1,505,804 27,123 1,505,804

   資産・負債の純増減額 △309,785 △1,001,139 △25,107

   その他 △76,585 24,703 △86,125

小 計 132,199 △537,250 681,860

   法人税等の支払額 △478,738 △214,753 △486,298

   その他 53,933 47,172 93,078

 営業活動によるキャッシュ・フロー △292,605 △704,831 288,641

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 △22,122 △31,350 △31,631

   有価証券・投資有価証券の純収支 △1,290,339 △579,907 213,517

   保険積立金の解約による収入 23,349 ― 23,349

   その他 △2,236 △5,699 6,306

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,291,350 △616,957 211,542

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 △300,000 △300,000 △300,000

   自己株式の売却による収入 210 ― 210

   配当金の支払額 △95,885 △96,164 △95,956

   ファイナンス･リース債務の返済による 
   支出 

△17,495 △28,706 △35,169

 財務活動によるキャッシュ・フロー △413,170 △424,871 △430,915

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 200 △176 225

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 △1,996,925 △1,746,836 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 2,668,796 2,988,378 4,735,214
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 (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３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年５月期 

第３四半期） 
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 33,405,979 85.2 34,927,662 85.3 1,521,682 4.6 45,007,549 84.9

 一般用医薬品 1,333,030 3.4 1,201,370 3.0 △131,660 △9.9 1,829,919 3.5

 試薬 888,541 2.2 867,772 2.1 △20,769 △2.3 1,186,972 2.2

 医療器械・用具 3,089,467 7.9 3,301,834 8.1 212,367 6.9 4,293,789 8.1

小 計 38,717,018 98.7 40,298,639 98.5 1,581,620 4.1 52,318,230 98.7

その他事業 492,988 1.3 631,956 1.5 138,968 28.2 679,497 1.3

合 計 39,210,007 100.0 40,930,596 100.0 1,720,588 4.4 52,997,728 100.0

 

 


