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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

当社は前期においては連結で開示しているため前第１四半期との比較は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 2,138 ― 154 ― 160 ― 79 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 7.86 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 5,836 2,289 39.2 226.66
21年3月期 5,427 2,256 41.6 223.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,289百万円 21年3月期  2,256百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

3,873 △2.4 158 37.0 158 24.1 82 △50.0 8.16

通期 7,710 △2.2 317 16.5 320 6.7 166 △19.8 14.88
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,385,734株 21年3月期  11,385,734株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,286,434株 21年3月期  1,286,384株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 10,099,326株 21年3月期第1四半期 10,099,942株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（注）本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実   
際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 
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  当第１四半期会計期間における我が国の経済は、世界的な金融危機に端を発した不況の影響により、企業業績の悪

化や個人消費の低迷が続いており、依然として先行き不透明な厳しい状態が続いております。 

 このような環境の中で、当社は顧客満足度の向上を営業の現場でしっかり根付かせ、より一層お客様に「健康」と

「幸福」をお届けできる企業を目指し、業績向上に努めるとともに、平成18年４月よりスタートした中期計画に基づ

いて積極的な営業政策を継続し、顧客数の拡大に取り組みながら経営基盤の強化にも取り組みました。当企業集団の

中核事業であります家庭医薬品等販売事業おいては、営業所の新規出店は熊本営業所の１店舗に抑制し、顧客満足の

充実を追及しながら一層の販売及び一般管理費の削減に取り組み、強固な財務基盤の構築に努めてまいりました。ま

たアクアマジック事業部で展開いたしております売水事業につきましては第２の柱とするべく今後の事業拡大に備え

体制の整備に努めてまいりました。その結果第１四半期会計期間における事業別売上高は、家庭医薬品等販売事業に

おいては2,015百万円、売水事業においては108百万円、保険事業その他においては14百万円となりました。 

 また、当第１四半期会計期間における売上高は2,138百万円、営業利益は154百万円、経常利益は160百万円、また

四半期純利益は79百万円となりました。  

  なお、前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成していましたが、前事業年度に連結子会社の解散決議を

し、当第１四半期会計期間において清算結了いたしており事業活動は行っておりません。よって当第１四半期会計期

間は四半期財務諸表を作成しており前第１四半期会計期間との比較は行っておりません。  

  

  当第１四半期会計期間末における総資産は5,836万円となり、前事業年度末に比べ409百万円増加いたしました。こ

れは主に現金及び預金の増加180百万円、受取手形及び売掛金の増加157百万円によるものであります。  

  負債の部は3,547百万円となり、前事業年度末に比べ376百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金

の増加201百万円、長期借入金の増加175百万円によるものであります。 

 純資産の部は2,289百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加

28百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末の41.6％から39.2％となりました。 

 (キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は842百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は114百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益150百万円、仕入債務の

増加額201百万円及び売上債権の増加額157百万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） 

 投資活動の結果減少した資金は12百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出21百万円による

ものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は34百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入310百万円、短期借入金

の純減少額120百万円によるものであります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月20日付けにて発表いたしました業績予想からの変更はあ

りません。詳細につきましては「平成21年３月期決算短信」をご覧下さい。  

  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度において使用した将来の業績予測に当四半期累計期

間における著しい変化の影響を加味したものを使用しております。  

  

該当事項はありません。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,025,900 845,373

受取手形及び売掛金 743,154 585,973

有価証券 － 385

委託商品 577,664 558,628

商品及び製品 418,828 325,667

仕掛品 69 69

原材料及び貯蔵品 16,139 11,285

その他 259,487 240,281

貸倒引当金 △16,643 △14,434

流動資産合計 3,024,600 2,553,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 502,943 509,693

土地 1,720,760 1,720,056

その他（純額） 21,822 14,601

有形固定資産合計 2,245,526 2,244,351

無形固定資産 29,727 28,894

投資その他の資産   

その他 584,414 627,143

貸倒引当金 △47,801 △26,329

投資その他の資産合計 536,612 600,814

固定資産合計 2,811,866 2,874,060

資産合計 5,836,466 5,427,290

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 746,716 544,846

短期借入金 100,000 220,000

1年内返済予定の長期借入金 366,046 335,887

1年内償還予定の社債 49,000 49,000

未払法人税等 71,028 80,460

賞与引当金 332,000 226,000

役員賞与引当金 － 17,325

返品引当金 23,261 16,701

役員退職慰労引当金 － 51,930

債務保証損失引当金 － 16,705

その他 489,268 416,705

流動負債合計 2,177,321 1,975,561
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 916,932 741,667

退職給付引当金 161,763 166,360

役員退職慰労引当金 287,820 283,530

その他 3,560 3,560

固定負債合計 1,370,075 1,195,117

負債合計 3,547,396 3,170,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 530,950 530,950

資本剰余金 274,115 274,115

利益剰余金 2,029,017 2,000,087

自己株式 △548,145 △548,135

株主資本合計 2,285,936 2,257,016

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,132 △405

評価・換算差額等合計 3,132 △405

純資産合計 2,289,069 2,256,611

負債純資産合計 5,836,466 5,427,290
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,138,769

売上原価 693,010

売上総利益 1,445,758

販売費及び一般管理費 1,290,855

営業利益 154,903

営業外収益  

受取利息 153

受取配当金 319

受取家賃 5,408

その他 4,518

営業外収益合計 10,399

営業外費用  

支払利息 4,520

その他 69

営業外費用合計 4,589

経常利益 160,712

特別利益  

保険解約返戻金 1,613

特別利益合計 1,613

特別損失  

投資有価証券評価損 197

役員退職慰労金 10,700

その他 430

特別損失合計 11,327

税引前四半期純利益 150,998

法人税、住民税及び事業税 67,028

法人税等調整額 4,543

法人税等合計 71,572

四半期純利益 79,426
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 150,998

減価償却費 10,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,597

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,640

受取利息及び受取配当金 △472

支払利息 4,520

為替差損益（△は益） △376

売上債権の増減額（△は増加） △157,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △117,050

仕入債務の増減額（△は減少） 201,870

その他 126,911

小計 191,461

利息及び配当金の受取額 427

利息の支払額 △4,514

法人税等の支払額 △73,314

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,060

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △13,350

定期預金の払戻による収入 18,937

有形固定資産の取得による支出 △13,268

無形固定資産の取得による支出 △2,380

投資有価証券の取得による支出 △21,604

貸付金の回収による収入 240

関係会社の整理による収入 18,459

その他 131

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,835

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） △120,000

長期借入れによる収入 310,000

長期借入金の返済による支出 △104,576

自己株式の取得による支出 △9

配当金の支払額 △50,496

財務活動によるキャッシュ・フロー 34,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,113

現金及び現金同等物の期首残高 706,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 842,435
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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