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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 68,664 ― 543 ― 836 ― 533 ―

20年3月期第1四半期 70,866 6.7 407 10.4 701 10.7 329 103.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 13.44 ―

20年3月期第1四半期 8.30 ―

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

21年3月期第1四半期 130,772 37,007 28.2 926.48
20年3月期 134,844 36,505 26.9 914.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  36,815百万円 20年3月期  36,324百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 139,300 ― 1,370 ― 1,930 ― 870 ― 21.89
通期 281,200 △0.6 2,750 7.5 3,850 4.0 1,700 29.9 42.78

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。 
・ 上記に記載した予想数値は、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、実際の実績は今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合がありま
す。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  41,841,537株 20年3月期  41,841,537株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,105,180株 20年3月期  2,104,688株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  39,736,527株 20年3月期第1四半期  39,737,529株
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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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における日本経済は、昨年夏以降の米国のサブプライムロー

ン問題等に端を発した世界的な金融市場の混乱に加え、原油および原材料の価格高騰による諸物価上昇等により、景

気の先行きが不透明な状況で推移しました。

　当連結会計年度は、中期経営計画Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ－Ｖの２期目であり、創業60周年という節目を迎えるにあた

り、「中期経営計画Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ－Ｖの第２期計画を実践する」「流通改善により環境変化対応力を強化し継続

的増益体質を確立する」「マーケティングの強化による市場シェアアップを実現する」「ステークホルダーとの関係を

強化する」を主要課題として掲げ取り組んでおります。

　医療用医薬品については、平成20年４月に平均5.2％の薬価の引き下げを含む診療報酬改定が実施されましたが、生

活習慣病関連薬剤の拡大などにより市場規模はわずかに前年を上回る水準で推移しております。当社においては、平

成19年９月に厚生労働省「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」から提示された緊急提言への的確な対応を念頭

に、『Ｖ－ＳＴＥＰ』(薬局向けの契約販売システム)の展開による実需に基づく適正数量、適正価格での販売を推進し

ました。その他に『ＰＯＷＥＲＳ』(病院・診療所・薬局向け在庫管理システム)を始めとする当社独自ツールの活用

により業務効率化の向上による取引コスト削減に努めました。一方、前連結会計年度からスタートした『Ｍｅｒｏｎ』

(薬局からお客様へ健康情報を提供するポータルサイト)の展開に注視し、集客力向上による販売増を目指しておりま

す。

　なお、当社の連結子会社であった㈱バイタルヘルスケアは、㈱葦の会を通じて友好な関係を有する㈱リードヘルス

ケア(北九州市)を存続会社として、㈱ほくやくヘルスケア(札幌市)と平成20年４月１日をもって合併し、当社グルー

プから外れました。

　その結果、連結売上高68,664百万円(前年同期比96.9％)、連結営業利益543百万円(前年同期比133.6％)、連結経常

利益836百万円(前年同期比119.2％)、連結四半期純利益533百万円(前年同期比161.8％)となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の資産は、前連結会計年度末対比で4,071百万円減少しました。主な減少は、現金及び預金の減少

1,385百万円、受取手形及び売掛金の減少973百万円、たな卸資産の減少624百万円及び未収入金の減少1,302百万円

であります。

　負債は、前連結会計年度末対比で4,573百万円減少しました。主な減少は、支払手形及び買掛金の減少4,101百万

円及び未払法人税等の減少456百万円であります。

　上記の資産及び負債の主な減少理由としては、連結子会社であった㈱バイタルヘルスケアが、当第１四半期より

連結の範囲から除外となったことによるものであります。

　純資産は、当四半期純利益による増加533百万円、期末配当金の支払238百万円があったこと等により、前連結会

計年度末対比で501百万円増加しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、5,630百万

円減少して8,330百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期末において、営業活動による資金の減少は484百万円となりました。これは主として税金等調整前四

半期純利益922百万円の計上、非資金項目である減価償却費234百万円の計上、未収入金の減少額977百万円があった

ものの、売上債権の増加額1,715百万円、法人税等の支払額843百万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１四半期末において、投資活動による資金の減少は5,052百万円となりました。これは主として定期預金の純

増加額4,244百万円、有形固定資産の取得による支出332百万円、投資有価証券の取得による支出393百万円によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期末において、財務活動による資金の減少は93百万円となりました。これは主として短期借入金の純

増加額150百万円があったものの、配当金の支払額238百万円によるものであります。

― 2 ―

決算短信 2008年07月31日 20時15分 02274xe04_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱バイタルネット(9916)平成21年３月期 第１四半期決算短信

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期は、売上高・利益共に、ほぼ当初の計画通り推移しており、平成20年５月16日公表の第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

1．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

1． 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を当第１四半期連結会計期間から

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2． たな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ27百万円減少しております。

3． 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、「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））及び「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））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

た、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の減価償却の方法については、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。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これによる当第１四半期連結会計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び連結子会社の機械装置については、法人税法の改正による法定耐用年数の区分が変更になったことを

契機として資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っておりま

す。

　これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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５．【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,972 18,358

受取手形及び売掛金 64,210 65,183

たな卸資産 12,379 13,004

未収入金 4,430 5,732

その他 907 846

貸倒引当金 △143 △141

流動資産合計 98,757 102,984

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,427 8,558

土地 11,047 11,116

その他（純額） 371 380

有形固定資産合計 19,847 20,055

無形固定資産 847 918

投資その他の資産

その他 12,357 11,934

貸倒引当金 △1,037 △1,048

投資その他の資産合計 11,319 10,885

固定資産合計 32,014 31,859

資産合計 130,772 134,844
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 87,691 91,792

短期借入金 1,173 1,023

引当金 1,173 732

その他 1,699 2,746

流動負債合計 91,738 96,295

固定負債

退職給付引当金 1,302 1,327

その他の引当金 349 348

その他 374 367

固定負債合計 2,026 2,043

負債合計 93,765 98,338

純資産の部

株主資本

資本金 3,992 3,992

資本剰余金 3,128 3,128

利益剰余金 30,798 30,502

自己株式 △1,586 △1,586

株主資本合計 36,332 36,037

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 482 286

評価・換算差額等合計 482 286

少数株主持分 192 181

純資産合計 37,007 36,505

負債純資産合計 130,772 134,844
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 68,664

売上原価 62,715

売上総利益 5,948

返品調整引当金戻入額 90

返品調整引当金繰入額 86

差引売上総利益 5,952

販売費及び一般管理費 5,408

営業利益 543

営業外収益

受取利息 22

受取配当金 49

不動産賃貸収入 21

受取事務手数料 162

その他 40

営業外収益合計 297

営業外費用

支払利息 3

その他 2

営業外費用合計 5

経常利益 836

特別利益

固定資産売却益 6

企業結合における交換利益 121

その他 15

特別利益合計 143

特別損失

固定資産売却損 26

固定資産除却損 25

その他 4

特別損失合計 56

税金等調整前四半期純利益 922

法人税等 378

少数株主利益 10

四半期純利益 533
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

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 922

減価償却費 234

賞与引当金の増減額（△は減少） 463

受取利息及び受取配当金 △72

受取事務手数料 △162

支払利息 3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0

有形固定資産除売却損益（△は益） 45

売上債権の増減額（△は増加） △1,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △121

未収入金の増減額（△は増加） 977

仕入債務の増減額（△は減少） 241

その他 △479

小計 338

利息及び配当金の受取額 71

受取事務手数料の受取額 165

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △843

その他の支出 △212

営業活動によるキャッシュ・フロー △484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △4,244

有価証券の取得による支出 △100

有価証券の売却による収入 100

有形固定資産の取得による支出 △332

有形固定資産の売却による収入 57

投資有価証券の取得による支出 △393

投資有価証券の売却による収入 16

貸付金の回収による収入 59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の交換によ

る支出
△495

その他 280

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,052
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

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） 150

長期借入金の返済による支出 △4

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △238

財務活動によるキャッシュ・フロー △93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,630

現金及び現金同等物の期首残高 13,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,330
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考資料」
前第１四半期に係る財務諸表

(1) (要約)四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

前年同四半期

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金  額

Ⅰ 売上高 70,866

Ⅱ 売上原価 64,823

　売上総利益 6,043

　 返品調整引当金戻入額 106

　 返品調整引当金繰入額 107

　差引売上総利益 6,042

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,635

　営業利益 407

Ⅳ 営業外収益 307

Ⅴ 営業外費用 13

　経常利益 701

Ⅵ 特別利益 30

Ⅶ 特別損失 9

　税金等調整前四半期純利益 722

　税金費用 382

　少数株主利益 10

　四半期純利益 329
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前年同四半期

 （自 平成19年４月１日

   至 平成19年６月30日）

区  分 金  額

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 722

　 減価償却費 242

　 受取利息及び受取配当金 △78

　 資料提供収入 △180

　 支払利息 12

　 有形固定資産除売却損益 △28

　 売上債権の増減額（増加：△） △2,992

　 たな卸資産の増減額（増加：△） 1

　 未収入金の増減額（増加：△） 155

　 仕入債務の増減額（減少：△） △170

　 その他 △119

　小  計 △2,435

　 利息及び配当金の受取額 78

　 資料提供収入の受取額 173

　 利息の支払額 △10

　 法人税等の支払額 △1,424

　 その他 4

　営業活動によるキャッシュ・フロー △3,612

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の純増減額（増加：△） 1,356

　 有価証券の売却による収入 200

　 有形固定資産の取得による支出 △51

　 有形固定資産の売却による収入 126

　 投資有価証券の取得による支出 △999

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 163

　 その他 25

　投資活動によるキャッシュ・フロー 820

Ⅲ 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（減少：△） △940

　 自己株式の取得による支出 △0

　 配当金の支払額 △238

　 その他 △3

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △3,974

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 16,518

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 12,544
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