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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 132,245 ― 731 ― 1,512 ― 849 ―

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 13.88 ―

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 246,818 47,739 19.2 774.03

21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  47,389百万円 21年3月期  ―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 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

264,300 ― 700 ― 2,000 ― 1,100 ― 17.97

通期 531,600 ― 1,400 ― 3,900 ― 2,300 ― 37.57



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５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５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 

・平成21年５月15日に公表した連結業績予想の修正は行っておりません。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。なお、業績予想については、４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ご覧ください。 
 
・当社は平成21年４月１日に株式会社バイタルネットと株式会社ケーエスケーが経営統合し、株式移転により共同持株会社として設立されました。当連結
会計年度が第1期となるため、前期実績及び前年同四半期実績はありません。 

新規 ―社 （社名 － ） 除外 ―社 （社名 － ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 61,224,796株 21年3月期  ―株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  499株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 61,224,479株 21年3月期第1四半期 ―株



  

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の日本経済は、昨年秋からの世界的金融市場

の混乱や先行き不透明感の高まりを受け、国内においても企業収益および設備投資の減少や、雇用情勢の悪化等、引

き続き厳しい状況が続いております。 

医薬品卸売業界におきましては、ジェネリック医薬品の使用促進など国による医療費抑制策が進展しており、加え

て景気低迷による患者の受診抑制傾向が継続しております。 

 このような環境下、㈱バイタルネット（以下「バイタルネット」という。）と㈱ケーエスケー（以下「ケーエスケ

ー」という。）は、平成21年４月１日に株式移転による共同持株会社である当社「㈱バイタルケーエスケー・ホール

ディングス」を設立し、経営統合いたしました。統合により事業基盤を拡充し、経営の効率化、合理化をはかり、皆

様の地域とともに、一層の飛躍を目指しております。 

具体的には、業界内プレゼンスの向上と先進的な医薬品流通の追求を目指して、「経営のスピードアップと市場開

拓の強化」「ＩＴ技術の駆使と長年培った医薬品流通技術の融合・進化」「シナジーの発揮による収益力の向上」に

取り組んでまいります。 

  

当社グループの事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

前述のとおり、国による医療費抑制策の進展、患者の受診抑制傾向の継続に加えて、新型インフルエンザの発生

が慢性疾患患者の受診率にも影響したものの、生活習慣病関連薬剤や抗がん剤及び新薬群の伸びに助けられ、当連

結会計期間の市場規模は前年よりも僅かながら増大しました。 

そのような状況のなか、当社の主たる事業子会社であるバイタルネット（東北・新潟エリアを主な商圏とする医

薬品卸売業）においては、薬局向け契約販売システムの『Ｖ－ＳＴＥＰ』の展開により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。加えて、得意先の在庫管理と受発注のＩＴ化を推進する『ＰＯＷＥＲＳ』（得意

先向け在庫管理システム）採用の医療機関の増加により商品取引コストを抑えました。さらに、平成19年からスタ

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）の展開により患者集客力を支援

しました。 

 一方、当社のもう一つの主たる事業子会社であるケーエスケー（近畿エリアを主な商圏とする医薬品卸売業）に

おいては、同様の状況下、重点課題としております内部統制システムの構築、コンプライアンス経営の整備に取り

組んでまいりました。また、営業活動におきましては、ファルネット（在庫管理、受発注システム）や、業務提携

している㈱アステムが開発したセーフマスター（病院向け医療安全管理システム）の展開に注力し、得意先支援を

行いました。併せて、積極的な取引改善を行うことにより利益管理体制の充実を図り、きめ細かい予算実績管理を

実施するなど、コストの削減に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の医薬品卸売事業の売上高は128,958百万円となりました。 

 しかしながら、前年からのメーカーの価格政策の変更により最終仕入原価率が高止まりする中、主として大病院

やチェーン調剤において競合他社との競争激化により販売価格が下落し、売上総利益率の若干の低下を招いており

ます。 

  

その他事業では、主として、北海道・東北地方・新潟県を商圏とする動物薬卸売業や新潟県内の農薬卸売業の売

上高が比較的好調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間のその他事業の売上高は3,286百万円となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高132,245百万円、連結営業利益731百万

円、連結経常利益1,512百万円、連結四半期純利益849百万円となりました。 

なお、今回の経営統合を機に、ケーエスケーのメーカーからの割戻金の一部の計上方法を見直した結果、従来の方

法によった場合に比べて営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は277百万円増加しております。（詳細は

５ページ「４．その他(３)四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」をご覧ください。 

  

【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

①医薬品卸売事業

②その他事業



当第１四半期連結会計期間末の資産は、246,818百万円となりました。内訳は、流動資産187,702百万円、固定資

産59,105百万円、繰延資産10百万円であります。 

 流動資産の主な内訳は、現金及び預金23,364百万円、売掛金117,117百万円、たな卸資産26,484百万円及び未収入

金13,470百万円であります。 

 固定資産の主な内訳は、有形固定資産33,673百万円、無形固定資産1,391百万円、投資その他の資産24,040百万円

であります。  

負債は、199,078百万円となりました。内訳は、流動負債180,537百万円、固定負債18,541百万円であります。 

 流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金173,104百万円及び賞与引当金2,436百万円であります。 

 固定負債の主な内訳は、退職給付引当金8,800百万円及び負ののれん7,065百万円であります。 

純資産は、47,739百万円となりました。主な内訳は、資本金5,000百万円、資本剰余金12,675百万円及び利益剰余

金29,385百万円であります。 

なお、当社は前述のとおり、平成21年４月１日付でバイタルネットとケーエスケーの株式移転により設立された

共同持株会社であり、本経営統合は企業結合会計の「取得」に該当するため、会計上の取得企業であるバイタルネ

ットがケーエスケーの平成21年４月１日時点の資産・負債を時価で取得したものとして会計処理しております。 

 この結果、7,220百万円を「負ののれん」として計上しました。この「負ののれん」は10年で償却することとし、

当第１四半期以降、四半期毎に180百万円の「負ののれん」の償却額を営業外収益として計上する予定であります。

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16,316百万円となりま

した。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は2,248百万円となりました。これは主として税

金等調整前四半期純利益1,490百万円の計上、非資金項目である減価償却費395百万円の計上、仕入債務の増加額

4,621百万円があったものの、売上債権の増加額7,642百万円、たな卸資産の増加額912百万円及び法人税等の支払額

403百万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１四半期連結累計期間において、投資活動による資金の減少は3,507百万円となりました。これは主として定

期預金の純増加額2,151百万円及び有形固定資産の取得1,105百万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１四半期連結累計期間において、財務活動による資金の減少は315百万円となりました。これは主として配当

金の支払額397百万円によるものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間は、売上高はほぼ計画どおり推移しており、利益は前述の理由によるプラス効果により

計画を上回りました。しかしながら、第２四半期以降の市況は予断を許さない状況にあることから、平成21年５月15

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。 

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

(2) キャッシュ・フローの状況

３. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

  
  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、連結子会社の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、連結子会社の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。 

  

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。 

  

会計方針の変更 

 (たな卸資産の評価基準及び評価方法) 

連結子会社であるケーエスケーは、たな卸資産の評価基準及び評価方法について、従来、総平均法による原

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、移動平均法による原価法に変更しております。

この変更は、経営統合に伴い会計方針の統一を図ることを目的としたものであります。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

  

 (仕入割戻の計上基準) 

連結子会社であるケーエスケーは、仕入代金の支払額を基礎として計算される仕入割戻の計上基準につい

て、従来、仕入先からの計算書が到着する時点としてきましたが、当第１四半期連結会計期間より、医薬品等

の仕入代金の支払義務確定時点に変更しております。この変更は、経営統合に伴い会計方針の統一を図ること

を目的としたものであります。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277百万円増

加しております。 

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)

(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

2．税金費用の計算

(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



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21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 23,364

受取手形及び売掛金 123,120

有価証券 5

たな卸資産 26,484

未収入金 13,470

その他 1,520

貸倒引当金 △263

流動資産合計 187,702

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 13,861

土地 18,724

その他（純額） 1,086

有形固定資産合計 33,673

無形固定資産  

のれん 359

その他 1,032

無形固定資産合計 1,391

投資その他の資産  

その他 25,765

貸倒引当金 △1,724

投資その他の資産合計 24,040

固定資産合計 59,105

繰延資産  

その他 10

繰延資産合計 10

資産合計 246,818



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 173,104

短期借入金 1,316

未払法人税等 656

引当金 2,613

その他 2,846

流動負債合計 180,537

固定負債  

社債 1,300

長期借入金 416

退職給付引当金 8,800

その他の引当金 347

負ののれん 7,065

その他 611

固定負債合計 18,541

負債合計 199,078

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,000

資本剰余金 12,675

利益剰余金 29,385

自己株式 △0

株主資本合計 47,060

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 328

評価・換算差額等合計 328

少数株主持分 349

純資産合計 47,739

負債純資産合計 246,818



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 132,245

売上原価 122,052

売上総利益 10,192

返品調整引当金戻入額 169

返品調整引当金繰入額 177

差引売上総利益 10,185

販売費及び一般管理費 9,453

営業利益 731

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 205

負ののれん償却額 182

受取事務手数料 332

その他 80

営業外収益合計 839

営業外費用  

支払利息 12

創立費償却 35

その他 10

営業外費用合計 58

経常利益 1,512

特別利益  

固定資産売却益 0

損害賠償金戻入額 5

特別利益合計 5

特別損失  

減損損失 5

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 15

その他 6

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 1,490

法人税等 627

少数株主利益 13

四半期純利益 849



(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  

税金等調整前四半期純利益 1,490

減価償却費 395

減損損失 5

のれん償却額 20

負ののれん償却額 △182

貸倒引当金の増減額（△は減少） 169

賞与引当金の増減額（△は減少） 834

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

受取利息及び受取配当金 △244

受取賃貸料 △26

受取事務手数料 △332

支払利息 12

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 15

有形固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △7,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △912

未収入金の増減額（△は増加） △642

仕入債務の増減額（△は減少） 4,621

その他 103

小計 △2,380

利息及び配当金の受取額 229

受取事務手数料の受取額 302

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △403

その他の収入 8

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,248

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） △2,151

有形固定資産の取得による支出 △1,105

無形固定資産の取得による支出 △86

投資有価証券の取得による支出 △149

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,507



（単位：百万円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 100

長期借入金の返済による支出 △4

配当金の支払額 △397

その他 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,072

現金及び現金同等物の期首残高 12,355

株式移転による現金及び現金同等物の増加額 10,080

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △47

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,316



該当事項はありません。 

  

  

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

 
(注) 1．事業区分は商品等の販売及び役務提供の種類別に区分しております。 

2．各事業の主な内容 

(1)医薬品卸売事業…医薬品の卸売業 

(2)その他事業…医薬品等の製造業・小売業、農薬・動物用医薬品の卸売業、運送業、介護サービス業、医療

機関に対するコンサルティング業等 

3．会計処理の方法の変更 

(たな卸資産の評価基準及び評価方法) 

連結子会社であるケーエスケーは、たな卸資産の評価基準及び評価方法について、従来、総平均法による

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、移動平均法による原価法に変更しておりま

す。この変更は、経営統合に伴い会計方針の統一を図ることを目的としたものであります。これによる損益に

与える影響は軽微であります。 

  

(仕入割戻の計上基準) 

連結子会社であるケーエスケーは、仕入代金の支払額を基礎として計算される仕入割戻の計上基準につい

て、従来、仕入先からの計算書が到着する時点としてきましたが、当第１四半期連結会計期間より、医薬品等

の仕入代金の支払義務確定時点に変更しております。この変更は、経営統合に伴い会計方針の統一を図ること

を目的としたものであります。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277百万円

増加しております。 

  

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成21年４月１日にバイタルネットとケーエスケーが経営統合し両社を完全子会社とする共同持株会

社として設立されました。この結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本金は5,000百万円、資本剰余

金は12,675百万円、利益剰余金は29,385百万円となっております。 

 なお、発行済株式数は61,224千株となっております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

医薬品
卸売事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 128,958 3,286 132,245 ― 132,245

(2)セグメント間の内部売上高又は振替
高

6,020 641 6,661 △6,661 ―

計 134,978 3,928 138,907 △6,661 132,245

営業利益 636 71 708 23 731

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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




