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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 34,958 12.9 501 ― 622 632.3 397 ―
21年3月期第1四半期 30,956 ― △22 ― 85 ― 11 ―

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 33.08 ―
21年3月期第1四半期 0.95 ―

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 50,097 5,528 10.8 448.79
21年3月期 46,987 5,137 10.7 416.67

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,392百万円 21年3月期  5,006百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.00 7.00

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  有   

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

69,265 6.1 515 322.1 714 158.7 409 519.7 34.04

通期 136,910 5.6 569 56.7 914 37.7 522 432.7 43.44

－1－



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、４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） 

(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 
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。実際の業績等は、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、３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」を御参照下さい。 

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 12,572,100株 21年3月期  12,572,100株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  557,113株 21年3月期  555,570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 12,016,081株 21年3月期第1四半期 12,029,107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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題の余波により依然として厳しい状況

で推移したものの、株価の回復の兆し等、景気悪化が底を打った感を見せております。 

 当社グループ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、当第１四半期につきましては、新型インフルエンザ対策マスク

の特需の影響があり、又、６月に施行された「改正薬事法」はこれまで長期低下傾向を続けてきた大

衆薬市場そのものに大きな影響を与えるものと予想されております。また、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増加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、

販売費及び一般管理費の圧縮に注力いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は34,958百万円（前年同四半期比12.9％

増）、連結経常利益は622百万円（前年同四半期比632.3％増）、連結四半期純利益は397百万円と増収

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１四半期連結累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

2,380百万円増加したこと等により、結果として3,109百万円増加の50,097百万円となりました。ま

た、負債は2,718百万円増加し44,569百万円、純資産は391百万円増加し5,528百万円となりました。

 

 
 
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
  
 平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年5月18日に公

表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結累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。 

 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 
 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,860 1,079

受取手形及び売掛金 25,851 23,470

たな卸資産 9,684 9,580

その他 3,419 3,634

貸倒引当金 △123 △113

流動資産合計 40,692 37,651

固定資産   

有形固定資産 6,269 6,301

無形固定資産 386 419

投資その他の資産   

その他 3,218 3,084

貸倒引当金 △469 △469

投資その他の資産合計 2,749 2,614

固定資産合計 9,404 9,336

資産合計 50,097 46,987

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,465 33,148

短期借入金 6,141 4,797

引当金 415 271

その他 1,638 1,742

流動負債合計 42,661 39,960

固定負債   

長期借入金 719 767

引当金 479 487

その他 708 635

固定負債合計 1,907 1,889

負債合計 44,569 41,850
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（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) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751 1,751

資本剰余金 1,484 1,484

利益剰余金 2,368 2,055

自己株式 △262 △261

株主資本合計 5,342 5,030

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 △23

評価・換算差額等合計 49 △23

少数株主持分 136 130

純資産合計 5,528 5,137

負債純資産合計 50,097 46,987
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(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）

前第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) 

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 30,956 34,958

売上原価 28,011 31,120

売上総利益 2,944 3,837

販売費及び一般管理費 2,967 3,335

営業利益又は営業損失（△） △22 501

営業外収益   

受取利息 5 0

受取配当金 22 32

仕入割引 37 48

情報手数料 33 36

その他 50 46

営業外収益合計 149 164

営業外費用   

支払利息 27 26

売上債権売却損 － 14

その他 14 2

営業外費用合計 41 43

経常利益 85 622

特別利益   

受取業務指導料 52 －

償却債権取立益 － 35

その他 － 6

特別利益合計 52 42

特別損失   

投資有価証券評価損 61 4

固定資産除却損 － 22

特別損失合計 61 27

税金等調整前四半期純利益 76 638

法人税、住民税及び事業税 143 253

法人税等調整額 △72 △24

法人税等合計 71 228

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 12

四半期純利益 11 397
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(3) 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） 

 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。 
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