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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 13,040 ― △21 ― 56 ― 40 ―
20年5月期第1四半期 13,331 3.7 53 △38.4 60 △59.7 30 △61.5

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5月期第1四半期 3.80 ―
20年5月期第1四半期 2.83 ―

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5月期第1四半期 24,818 8,126 32.7 760.21
20年5月期 25,642 8,214 32.0 768.32

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  8,126百万円 20年5月期  8,214百万円

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5月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 9.00 9.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 27,926 1.9 285 56.6 393 66.5 194 39.6 18.16
通期 56,359 3.1 551 8.0 765 21.0 385 15.6 36.10

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 
1. 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。 
2. 当第１四半期連結会計期間より「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。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  10,701,600株 20年5月期  10,701,600株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  11,184株 20年5月期  10,432株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  10,690,890株 20年5月期第1四半期  10,691,168株



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１四半期連結会計期間の医薬品卸業界は、新薬の発売や高齢化の伸展に伴う生活習慣病予防関連薬の需要の

拡大はありましたが、平成20年４月に薬価基準改正(平均5.2％引下げ)や診療報酬改正が実施されたことに加え、後

期高齢者医療制度実施による受診抑制やジェネリック(後発品)の使用促進の強化などもあり、厳しい環境が続きま

した。また、昨年の厚生労働省の「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」の緊急提言を受け、流通改善に向け

業界全体が大きく変化し、早期妥結に向けた取組が強化されたことにより、平成16年４月の薬価基準改正直後以上

に販売価格が急激に低下いたしました。

　このような環境の中、当連結会計年度は、新中期３年計画(TOKIWA ORIGINAL PROJECT 10・略称ＴＯＰ １０)の２

年目であり、当期を要の事業年度として位置づけ、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強力に推進いたしました。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、売上高につきましては、かつてない厳しい市場環境であったため、130億40百万円(前年

同期比2.2％減)となりました。

　利益面につきましては、退職給付費用、車両費用の増加と売上高の減少により販管費率が0.4ポイント悪化したこ

とと、早期妥結に向けた取組強化による販売価格の低下などにより、売上総利益率が0.1ポイント低下したことによ

り、21百万円の営業損失(前年同期は53百万円の営業利益)となりました。また、経常利益につきましては、前年同

期は営業外費用において投資有価証券評価損66百万円の計上があったため、当期の営業外収支は71百万円増加しま

したが、営業損失となったことにより、経常利益は56百万円(前年同期比6.7％減)となり、四半期純利益は40百万円

(前年同期比33.3％増)となりました。

(注) 前年同期との増減額及び増減率は参考値であります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(資産)

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ８億24百万円減少し、248億18百万

円となりました。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７億88百万円減少したこと

によるものであります。

　(負債)

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億36百万円減少し、166億91百万

円となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が２億59百万円、「短期借入金」が返済により２億円、

「未払法人税等」が１億89百万円、各々減少したこと等により、流動負債が７億９百万円減少したことによるもの

であります。

　(純資産)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、81億26百万円と

なりました。これは主に、四半期純利益の増加がありましたが、配当金の支払などにより株主資本が55百万円減少

したことと、評価・換算差額等のその他有価証券評価差額金が31百万円減少し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

　平成20年７月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。



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）

　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　簡便な会計処理

イ たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末における

実地たな卸高を基礎とした合理的な方法により算定しております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法により算定しております。

ロ 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

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

より算定しております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する

方法により算定しております。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　 該当事項はありません。

（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　当第１四半期連結会計期間より「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。

　②　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、主として月次総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、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1,988千円減少しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,837,463 5,367,328

受取手形及び売掛金 12,035,687 12,369,586

有価証券 16,147 116,361

商品 2,811,608 2,662,851

繰延税金資産 157,307 153,693

その他 620,717 597,117

貸倒引当金 △2,465 △2,527

流動資産合計 20,476,466 21,264,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 794,188 795,015

土地 1,748,415 1,748,415

その他（純額） 46,652 49,410

有形固定資産合計 2,589,256 2,592,842

無形固定資産 88,194 96,962

投資その他の資産   

投資有価証券 987,905 1,029,717

繰延税金資産 312,928 294,223

その他 363,946 364,719

貸倒引当金 △643 △703

投資その他の資産合計 1,664,137 1,687,957

固定資産合計 4,341,588 4,377,762

資産合計 24,818,055 25,642,174



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,341,495 14,600,039

短期借入金 200,000 400,000

未払法人税等 20,682 209,736

賞与引当金 88,014 166,581

返品調整引当金 17,300 16,700

その他 340,225 323,674

流動負債合計 15,007,718 15,716,732

固定負債   

退職給付引当金 614,343 621,284

役員退職慰労引当金 146,680 144,147

受入保証金 879,046 893,146

その他 43,317 52,591

固定負債合計 1,683,388 1,711,170

負債合計 16,691,107 17,427,903

純資産の部   

株主資本   

資本金 607,770 607,770

資本剰余金 588,015 588,015

利益剰余金 6,962,448 7,018,052

自己株式 △3,227 △2,938

株主資本合計 8,155,005 8,210,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,057 3,371

評価・換算差額等合計 △28,057 3,371

純資産合計 8,126,948 8,214,270

負債純資産合計 24,818,055 25,642,174



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 13,040,135

売上原価 12,047,933

売上総利益 992,201

返品調整引当金戻入額 16,700

返品調整引当金繰入額 17,300

差引売上総利益 991,601

販売費及び一般管理費 1,013,041

営業損失（△） △21,439

営業外収益  

受取利息 2,893

受取配当金 7,809

受取手数料 36,119

その他 33,019

営業外収益合計 79,841

営業外費用  

支払利息 1,438

その他 270

営業外費用合計 1,709

経常利益 56,692

特別利益  

賞与引当金戻入額 1,282

その他 121

特別利益合計 1,404

特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産除却損 17

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 58,068

法人税、住民税及び事業税 18,288

法人税等調整額 △836

法人税等合計 17,452

四半期純利益 40,616



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31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 58,068

減価償却費 27,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） △121

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,941

その他の引当金の増減額（△は減少） △75,433

受取利息及び受取配当金 △10,702

支払利息 1,438

為替差損益（△は益） △46

有価証券評価損益（△は益） △9,272

投資有価証券評価損益（△は益） △10,089

固定資産除却損 17

固定資産売却損益（△は益） 9

売上債権の増減額（△は増加） 333,899

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,756

仕入債務の増減額（△は減少） △258,544

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,248

その他 6,739

小計 △112,567

利息及び配当金の受取額 11,377

利息の支払額 △3,054

法人税等の支払額 △203,055

営業活動によるキャッシュ・フロー △307,299

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却及び償還による収入 109,989

有形固定資産の取得による支出 △36,602

有形固定資産の売却による収入 76

投資有価証券の取得による支出 △1,462

短期貸付けによる支出 △17,217

短期貸付金の回収による収入 17,217

長期貸付けによる支出 △443

長期貸付金の回収による収入 743

その他 415

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,716

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） △200,000

自己株式の取得による支出 △289

配当金の支払額 △85,898

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,087

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △529,812

現金及び現金同等物の期首残高 5,268,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,738,861



　　当第１四半期連結会計期間より「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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　事業の種類として「医薬品等卸売事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高

の合計及び営業利益の合計額に占める「医薬品等卸売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　海外売上高はないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,331,803

Ⅱ　売上原価 12,300,056

売上総利益 1,031,746

Ⅲ　販売費及び一般管理費 978,282

営業利益 53,464

Ⅳ　営業外収益 75,483

Ⅴ　営業外費用 68,285

　支払利息 1,704

　投資有価証券評価損 66,529

　その他 51

経常利益 60,662

Ⅵ　特別利益 96

Ⅶ　特別損失 86

税金等調整前四半期純利益 60,672

税金費用 30,455

四半期純利益 30,217



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 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純利
益

60,672

　減価償却費 16,389

　資産・負債の純増減額 △889,594

　その他 50,524

小計 △762,007

　法人税等の支払額 △82,815

　その他 2,336

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△842,487

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 △8,452

　有価証券・投資有価証券
の純収支

△1,507,924

　その他 △1,350

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,517,726

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

　配当金の支払額 △85,050

　ファイナンス・リース債
務の返済による支出

△8,904

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△293,954

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△51

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△2,654,219

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

4,735,214

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

2,080,994
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