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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 99,138 ― 307 ― 554 ― 254 ―

20年3月期第3四半期 83,948 13.5 179 △27.3 343 △13.6 115 △29.3

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3四半期 21.19 ―

20年3月期第3四半期 9.62 ―

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3四半期 56,869 5,449 9.4 442.95
20年3月期 44,840 5,582 12.3 457.69

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,324百万円 20年3月期  5,505百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 122,276 10.3 243 12.0 495 15.7 216 0.5 17.96

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予
想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想に関連する事項については、添付資料の２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３． 連結業績予想に関する定性的情報」を御
参照ください。 

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3月期第3四半期  12,572,100株 20年3月期  12,572,100株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  551,359株 20年3月期  542,124株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,025,541株 20年3月期第3四半期  12,037,588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３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融不安により、企業

収益の伸び悩みや設備投資の横ばい・株価の著しい下落等、景気の減速感が鮮明となる中、個人消費

も先行の不透明感を懸念し、厳しい状況で推移いたしました。 

 当社の主力商品の大衆薬につきましては、倉出量の右肩下がり基調が続いており、大変厳しい環境

にあります。しかしながら、高齢化の進展とともに美と健康に関するニーズは着実に増加傾向にあ

り、健康維持摂取品という大カテゴリーでいえばマーケットは着実に拡大傾向にあります。また女性

高齢者の最大関心事であるシミ・シワの治療薬とその周辺のスキンケア群のマーケットも着実に増大

いたしております。 

 そのような状況の中で当社グループは、広域化する有力ドラッグストアとの取引関係を引き続き強

化し、同時に、異業態との取引の開拓・深化にも積極的に取り組んでまいりました結果、売上の増加

を実現する事が出来ました。また、かねてより力を入れて参りましたプライベートブランド商品の開

発と供給、ならびに非価格競争のできる商流力アップに努めましたことにより、大衆薬卸業界におけ

るシェアをさらに強固なものとすることが出来ました。更に、医薬品メーカーの合従連衡による取引

条件の悪化に加え、ドラッグストア業界の価格競争の激化を要因とする値下げ要求が一層厳しさを増

し、かつセンターフィーも引き続き上昇傾向が続いたものの、物流関係を中心とする生産性の向上、

一般管理販売費の圧縮に注力いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は99,138百万円、連結経常利益は554百万円、

連結四半期純利益は254百万円と増収増益となりました。 
 
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
  
 当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が

6,993百万円増加したこと等により、結果として12,029百万円増加の56,869百万円となりました。ま

た、負債は12,161百万円増加し51,419百万円、純資産は132百万円減少し5,449百万円となりまし

た。 

 

 
  
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
  
 今後の業績につきましては、足許の業績が好調であるため、平成20年11月13日発表の通期の業績予

想に変更はありません。 
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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) 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３四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．棚卸資産の評価方法 

 棚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っております。 

３．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

  連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わ

ないで債権と債務を相殺消去しております。 

  連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方

法により相殺消去しております。 

４．未実現損益の消去 

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に

見積って計算しております。 
 
 

 (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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第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．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,171,452 757,864

受取手形及び売掛金 28,329,249 21,335,481

たな卸資産 11,309,455 9,499,588

その他 3,566,715 3,454,678

貸倒引当金 △272,367 △190,918

流動資産合計 47,104,504 34,856,694

固定資産   

有形固定資産 6,438,183 6,459,556

無形固定資産 439,778 197,750

投資その他の資産   

その他 3,261,292 3,440,314

貸倒引当金 △374,498 △114,135

投資その他の資産合計 2,886,794 3,326,179

固定資産合計 9,764,757 9,983,486

資産合計 56,869,261 44,840,180

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 43,250,721 31,121,881

短期借入金 4,506,284 4,477,791

引当金 177,790 232,084

その他 1,575,111 1,335,233

流動負債合計 49,509,907 37,166,990

固定負債   

長期借入金 775,908 719,652

引当金 472,465 418,867

その他 661,588 952,437

固定負債合計 1,909,962 2,090,956

負債合計 51,419,870 39,257,947
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,772 1,751,772

資本剰余金 1,484,841 1,484,841

利益剰余金 2,211,345 2,034,361

自己株式 △259,570 △255,544

株主資本合計 5,188,387 5,015,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136,157 490,554

評価・換算差額等合計 136,157 490,554

少数株主持分 124,846 76,248

純資産合計 5,449,391 5,582,233

負債純資産合計 56,869,261 44,840,180
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 99,138,827

売上原価 88,920,631

売上総利益 10,218,196

販売費及び一般管理費 9,910,441

営業利益 307,754

営業外収益  

受取利息 11,161

受取配当金 47,486

仕入割引 94,372

情報手数料 114,175

その他 110,661

営業外収益合計 377,857

営業外費用  

支払利息 86,474

売上債権売却損 36,307

その他 8,732

営業外費用合計 131,515

経常利益 554,096

特別利益  

受取業務指導料 52,380

その他 2,400

特別利益合計 54,780

特別損失  

投資有価証券評価損 61,329

その他 13,344

特別損失合計 74,673

税金等調整前四半期純利益 534,203

法人税、住民税及び事業税 420,404

法人税等調整額 △160,788

法人税等合計 259,615

少数株主利益 19,795

四半期純利益 254,791
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

㈱大木(8120)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

7



 

 

 

 

参考資料 

前四半期に係る財務諸表等 

(要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間(平成19年４月１日～平成19年12月31日) 
 

前年同四半期 
平成20年３月期 
第３四半期 科 目 

金 額(千円) 

Ⅰ 売上高 83,948,546 

Ⅱ 売上原価 75,360,112 

   売上総利益 8,588,434 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

8,409,071 

  営業利益 179,363 

Ⅳ 営業外収益 304,834 

Ⅴ 営業外費用 141,086 

   経常利益 343,112 

Ⅵ 特別利益 97,425 

Ⅶ 特別損失 159,138 

   税金等調整前 
   四半期純利益 

281,399 

   税金費用 175,942 

少数株主損失（△） △10,389 

   四半期純利益 115,845 
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