
 

  

１．平成23年5月期第２四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）枝廣弘巳   
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配当支払開始予定日 ―       

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無     

四半期決算説明会開催の有無    : 無     

  (百万円未満切捨て)

（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 ％

23年5月期第２四半期  27,005  △3.9  55  △63.1  164  △42.5  88  △48.8

22年5月期第２四半期  28,097  4.9  149  ―  285  955.6  172  ―

  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

23年5月期第２四半期  8.31  ―

22年5月期第２四半期  16.16  ―

  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

23年5月期第２四半期  23,442  8,284  35.3  774.98

22年5月期  23,802  8,301  34.9  776.54

（参考）自己資本 23年5月期第２四半期 8,284百万円 22年5月期 8,301百万円 

  年間配当金

  第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年5月期  ―  0.00  ―  9.00  9.00

23年5月期  ―  0.00       

23年5月期 

（予想） 
     ―  9.00  9.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無

  (％表示は、対前期増減率)

  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  54,824  △1.2  248  △47.7  469  △35.5  251  △35.6  23.48

（注）当四半期における業績予想の修正有無 無



４．その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。） 

新規  ― 社  （社名              ）、除外  ― 社  （社名              ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

  

※  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。 

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動   無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

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） 23年5月期２Ｑ 10,701,600株 22年5月期 10,701,600株 

②  期末自己株式数 23年5月期２Ｑ 12,142株 22年5月期 11,184株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期２Ｑ 10,689,620株 22年5月期２Ｑ 10,690,416株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累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拡

大等のプラス要因はありましたが、平成22年４月に施行された薬価基準改定(平均5.75％引下げ(長期収載品の追加

引下げを含め平均6.5％引下げ))の影響や、診療報酬改定(ジェネリック(後発品)の量的な使用促進制度の施行)に

よる長期収載品の市場の縮小に加え、新しい薬価制度(「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」)の試行に伴う価格

交渉の難航、価格競争の激化など、厳しく不透明な状況が続きました。 

 このような環境に対応するため、当連結会計年度を初年度とする新中期３年計画(TOKIWA EFFECTIVE ACTION 

PLAN 66・略称ＴＥＡＰ66)を策定し、「実行・実現・感動」というスローガンのもと、ＴＥＡＰ66の目標達成に

向けて推進を強化してまいりました。特に医療用医薬品の山口県シェア拡大を目的とした各種施策を強力に推進す

るとともに、５つのプロジェクトチームによる業務改革を更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。 

 しかしながら、売上高につきましては、インフルエンザ関連商品の不調や、ジェネリック市場拡大の影響等によ

り、270億５百万円(前年同四半期比3.9％減)と減収となりました。 

 利益面につきましては、価格管理体制を一層強化しましたが、売上高の減少により、売上総利益額が前年同四半

期に比べ74百万円減少したことと、販管費額が前年同四半期に比べ18百万円増加したこととにより、営業利益は55

百万円(前年同四半期比63.1％減)、経常利益は164百万円(前年同四半期比42.5％減)、四半期純利益は88百万円(前

年同四半期比48.8％減)と減益となりました。 

 セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開

示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用し、セグメント事業区分等を一部変更

しております。前年同四半期比較については、前年同四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行ってお

ります。  

① 医薬品等卸売事業 

(売上高) 

 医療用医薬品については、山口県シェア拡大を目的とした各種施策を実施するとともに、新製品や生活習慣病

関連商品の販売や新規開拓を強化しましたが、インフルエンザ関連商品の不調や、平成22年４月に施行された薬

価基準改定(平均5.75％引下げ(長期収載品の追加引下げを含め平均6.5％引下げ))の影響や、診療報酬改定(ジェ

ネリック(後発品)の量的な使用促進制度の施行)による長期収載品の市場の縮小等により、売上高は231億24百万

円(前年同四半期比3.0％減)となりました。 

 一般用医薬品については、ローカルチェーンドラッグストアや地域量販店にターゲットを絞り込み、独自のユ

ーザーサポート体制を充実するなどの地域密着型の営業展開を強化しましたが、ナショナルチェーンドラッグス

トアの市場占拠率の高まり等により、一般薬店の市場が更に縮小したことに加え、前年同四半期は、新型インフ

ルエンザの流行による関連商品の需要増というプラス要因があったこともあり、売上高は９億55百万円(前年同

四半期比8.5％減)となりました。 

 医療器械・用具、試薬については、提案型営業により、大型医療器械や付加価値の高い高度医療器械への切替

えを強力に推進するとともに、開業医市場への取り組みを一層強化しましたが、大型医療器械と高度医療器械の

販売減等により、売上高は28億34百万円(前年同四半期比8.8％減)となりました。 

 以上の結果、売上高は269億14百万円(前年同四半期比3.8％減)と減収となりました。 

(セグメント利益) 

 価格管理体制を一層強化するとともに、フィービジネスの拡大にも強力に取り組みましたが、主に売上高の減

少により、セグメント利益は44百万円(前年同四半期比66.2％減)となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
新中期３年計画  

 

   

ＴＥＡＰ66（TOKIWA EFFECTIVE ACTION PLAN 66） 

― 実行・実現・感動 ―  

社員一人一人が各自のＴＥＡＰを実行し、実現し、感動できる会社を目指す。 

１ 第60期事業年度に単体売上高600億円、営業利益６億円の達成 

２ 医療用医薬品山口県シェアの拡大 

３ 業務の再構築による全社生産性のアップ 

４ プロジェクトチームによる業務改革の推進 

５ 物流の一層のレベルアップ 

６ 利益管理、リスク管理の徹底 

７ 評価制度、教育体系の再構築  



 ② ゴルフ場関連事業 

 来場者数が前年同四半期に比べ減少したこと等により、売上高は70百万円(前年同四半期比27.8％減)となり、セ

グメント利益は５百万円(前年同四半期比64.3％減)となりました。 

  

 ③ その他事業 

 白蟻駆除の施工件数が前年同期に比べ増加したこと等により、売上高は20百万円(前年同四半期比11.1％増)、セ

グメント利益は５百万円(前年同四半期比66.7％増)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。 

 (資産) 

 当第２四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３億59百万円減少し、234億42百万

円となりました。これは主に、流動資産において、「受取手形及び売掛金」が２億６百万円、「繰延税金資産」

が１億39百万円、「その他流動資産」が１億31百万円、各々増加しましたが、仕入債務の支払等により「現金及

び預金」が４億64百万円減少したことと、「商品」が３億15百万円減少したこととにより、流動資産合計が３億

２百万円減少しました。これに加え、固定資産において、投資その他の資産が76百万円減少したことによるもの

であります。 

 (負債) 

 当第２四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３億42百万円減少し、151億58百万

円となりました。これは主に、流動負債において、「その他流動負債」は１億29百万円増加しましたが、「支払

手形及び買掛金」が１億92百万円、「未払法人税等」が１億19百万円、「賞与引当金」が１億42百万円、各々減

少したことにより、流動負債合計が３億20百万円減少したことによるものであります。 

 (純資産) 

 当第２四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17百万円減少し、82億84百万円

となりました。これは主に、四半期純利益による増加はありましたが、配当金の支払いによる減少により、株主

資本が７百万円減少したことと、評価・換算差額等のその他有価証券評価差額金が９百万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23年１月５日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

イ たな卸資産の評価方法 

 当第２四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,796,325 4,260,562

受取手形及び売掛金 12,091,444 11,884,938

有価証券 12,721 13,771

商品 2,769,614 3,084,859

繰延税金資産 326,150 186,954

その他 743,188 611,214

貸倒引当金 △1,243 △1,225

流動資産合計 19,738,201 20,041,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 707,284 724,864

土地 1,748,415 1,748,415

その他（純額） 85,192 87,549

有形固定資産合計 2,540,892 2,560,829

無形固定資産 98,957 59,496

投資その他の資産   

投資有価証券 586,607 615,855

繰延税金資産 201,591 188,171

その他 276,783 336,961

貸倒引当金 △123 －

投資その他の資産合計 1,064,859 1,140,988

固定資産合計 3,704,708 3,761,314

資産合計 23,442,910 23,802,389



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,350,366 13,542,870

未払法人税等 225,485 344,692

賞与引当金 2,780 145,056

返品調整引当金 18,500 14,500

その他 361,163 231,556

流動負債合計 13,958,295 14,278,675

固定負債   

退職給付引当金 286,945 271,938

役員退職慰労引当金 157,312 157,998

受入保証金 753,696 789,696

その他 2,580 2,580

固定負債合計 1,200,534 1,222,213

負債合計 15,158,830 15,500,888

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 7,108,493 7,115,904

自己株式 △3,464 △3,227

株主資本合計 8,300,814 8,308,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,734 △6,961

評価・換算差額等合計 △16,734 △6,961

純資産合計 8,284,080 8,301,501

負債純資産合計 23,442,910 23,802,389



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 28,097,608 27,005,375

売上原価 26,108,155 25,086,287

売上総利益 1,989,453 1,919,087

返品調整引当金戻入額 13,200 14,500

返品調整引当金繰入額 13,200 18,500

差引売上総利益 1,989,453 1,915,087

販売費及び一般管理費 1,840,419 1,859,385

営業利益 149,033 55,702

営業外収益   

受取利息 2,608 2,048

受取配当金 27,612 24,444

受取手数料 73,193 71,766

その他 34,747 26,525

営業外収益合計 138,162 124,785

営業外費用   

支払利息 434 53

投資有価証券評価損 － 15,280

為替差損 1,455 1,061

その他 79 78

営業外費用合計 1,969 16,474

経常利益 285,226 164,014

特別利益   

賞与引当金戻入額 909 －

貸倒引当金戻入額 － 3

特別利益合計 909 3

特別損失   

固定資産除却損 147 739

特別損失合計 147 739

税金等調整前四半期純利益 285,988 163,277

法人税、住民税及び事業税 8,665 220,227

法人税等調整額 104,597 △145,752

法人税等合計 113,262 74,475

少数株主損益調整前四半期純利益 － 88,802

四半期純利益 172,725 88,802



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11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 285,988 163,277

減価償却費 55,173 58,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） △124 141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,273 15,006

その他の引当金の増減額（△は減少） △109,985 △138,961

受取利息及び受取配当金 △30,220 △26,493

支払利息 434 53

為替差損益（△は益） 1,455 1,061

投資有価証券評価損益（△は益） △11,360 15,280

固定資産除却損 147 739

売上債権の増減額（△は増加） △599,415 △206,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 116,068 315,244

仕入債務の増減額（△は減少） △641,976 △192,503

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,561 6,279

その他 △332,098 20,767

小計 △1,208,078 31,449

利息及び配当金の受取額 30,426 26,652

利息の支払額 △434 △53

法人税等の支払額 △6,347 △335,064

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,184,434 △277,016

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,320 △31,484

無形固定資産の取得による支出 － △45,086

投資有価証券の取得による支出 △3,085 △2,670

短期貸付けによる支出 △33,413 △27,086

短期貸付金の回収による収入 33,413 27,086

長期貸付けによる支出 △600 △238

長期貸付金の回収による収入 1,160 574

その他 △449 378

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,295 △78,525

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △236

配当金の支払額 △74,715 △95,817

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,595 △12,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,311 △108,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,455 △1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,295,496 △465,287

現金及び現金同等物の期首残高 5,036,490 4,144,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,740,994 3,679,046



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。 

〔海外売上高〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

  当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、業種別に区分された事業ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しており、「医薬品

等卸売事業」、「ゴルフ場関連事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「医薬品等卸売事業」は、医療機関等へ医薬品、試薬、医療器械・用具等の販売を行っております。ま

た、「ゴルフ場関連事業」はゴルフ場の経営を行い、「その他事業」は害虫駆除の施工を行っております。

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

（単位：千円）

 （注）１ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 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）セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注２） 

医薬品等 
卸売事業 

ゴルフ場 
関連事業 

その他事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高  26,914,008  70,610  20,756  27,005,375  ―  27,005,375

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 4,553  212  69  4,834  △4,834  ―

計  26,918,561  70,822  20,825  27,010,209  △4,834  27,005,375

セグメント利益  44,620  5,784  4,666  55,072  630  55,702

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（重要な後発事象） 

 当社が保有している「その他有価証券」のうち、大塚ホールディングス株式会社の株式については、非上場株

式であることから、原価法にて評価しておりますが、平成22年12月15日に大塚ホールディングス株式会社が上場

したことに伴い、今後は時価法による評価を行うこととなります。 

 評価額は今後の決算期日時点の時価を用いることとなるため、現時点ではその影響額は確定しておりません

が、財政状態に重要な影響が生じる可能性があります。 

 なお、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響はありません。 

 また、保有内容は次のとおりであります。  

１．帳簿価額   2,000千円 

２．保有株式数 1,600,000株 

３．上場時初値   2,170円 

（７）その他注記情報
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