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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 1,315,675 △0.6 5,837 △48.8 16,900 △25.1 9,094 △26.9
22年3月期第3四半期 1,324,011 6.9 11,393 1.9 22,572 2.5 12,443 251.8

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3月期第3四半期 100.87 ―
22年3月期第3四半期 138.03 ―

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3月期第3四半期 969,734 284,328 29.3 3,151.59
22年3月期 858,608 277,944 32.3 3,080.67

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  284,125百万円 22年3月期  277,758百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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3月期 ― 31.00 ― 31.00 62.00
23年3月期 ― 31.00 ―
23年3月期 

（予想）
31.00 62.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,768,400 1.9 14,500 3.0 29,000 1.2 16,000 14.5 177.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】４ページ「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】５ページ「２.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 93,949,167株 22年3月期  93,949,167株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,796,046株 22年3月期  3,787,533株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 90,156,833株 22年3月期3Q 90,145,905株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、成長が続く新興国への輸出の増加や各種の経済対策によ

る個人消費の持ち直しなど景気回復の兆しが一部の業種には見られるものの、円高の進行や国内の失業

率が高い水準にあるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。  

医薬品卸業界におきましては、平成22年４月に実施された薬価基準の実質6.5％の引下げやジェネリ

ック医薬品の使用促進による長期収載品（特許の切れた先発品）の市場縮小、インフルエンザ関連商品

の需要減少、またお得意さまニーズの多様化・高度化への対応など、業界を取巻く経営環境は依然とし

て厳しい状況にあります。 

このような状況下における当第３四半期累計期間の売上高は１兆3,156億75百万円（前年同期比0.6％

減）、営業利益は58億37百万円（前年同期比48.8％減）、経常利益は169億円（前年同期比25.1％

減）、四半期純利益は90億94百万円（前年同期比26.9％減）となりました。 

  

セグメント別の業績は次の通りであります。 
 

 

（注１） 第１四半期連結会計期間より、従来、医療関連サービス等事業に含めておりました保険薬局事業を分離し、

新たなセグメントとして表記しております。なお、前年同期については組替をしておりません。 

（注２） セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上高を含んでおります。 

  

（医薬品卸売事業） 

「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」による「緊急提言」を受け、流通改善に取組むととも

に、平成22年４月に試行的に導入された「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の趣旨に基づいて、引

続き個々の医療用医薬品の価値に見合った価格交渉を行っておりますが、価格決定の遅延や卸間での競

争激化などにより、依然として厳しい状況が続いております。 

この結果、売上高は１兆2,528億59百万円（前年同期比1.1％減）、営業損失は17億24百万円（前年同

期は44億48百万円の営業利益）となりました。なお、現時点における販売価格の未決定先につきまして

は、合理的見積価額としております。 

1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（単位:百万円未満切捨）

セグメントの名称
平成22年３月期

第３四半期累計期間
平成23年３月期

第３四半期累計期間
増減率（％）

医薬品卸売事業
売 上 高 1,266,553 1,252,859 △1.1

営 業 利 益 4,448 △1,724 ―

医薬品製造事業
売 上 高 51,488 52,172 1.3

営 業 利 益 5,476 5,091 △7.0

保険薬局事業
売 上 高 ― 52,011 ―

営 業 利 益 ― 2,019 ―

医療関連サービス等事業
売 上 高 59,312 16,146 ―

営 業 利 益 1,386 759 ―
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（医薬品製造事業） 

インフルエンザ関連商品の需要減少の影響を受けたものの、主力製品である糖尿病食後過血糖改善剤

「セイブル錠」の売上高は、中核病院での処方量拡大や納入軒数の増加により、12億95百万円増の143

億22百万円（前年同期比9.9％増）となりました。研究開発費は、高尿酸血症・痛風治療薬（ＦＹＸ―

051）のフェーズⅢ試験の本格化により、５億97百万円増の50億85百万円（前年同期比13.3％増）とな

りました。 

この結果、売上高は521億72百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は50億91百万円（前年同期比

7.0％減）となりました。 

  

 （保険薬局事業） 

Ｍ＆Ａや新規出店による事業拡大とともに、管理業務の集約化や在庫管理の強化を実施し、業務の効

率化に努めてまいりました。 

この結果、売上高は520億11百万円、営業利益は20億19百万円となりました。 

  

（医療関連サービス等事業） 

主に、医薬品の輸配送事業を営む中央運輸㈱を平成21年9月に完全子会社化したことが寄与しており

ます。 

この結果、売上高は161億46百万円、営業利益は７億59百万円となりました。 

  

当第３四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３四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1,111億26百万円増加

し、9,697億34百万円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,007億12百万円増加いたしました。これは主に商品及び製品

が288億49百万円、受取手形及び売掛金が203億93百万円増加したこと、及び第３四半期連結会計期間末

日が金融機関の休日であったこと等により現金及び預金が407億31百万円増加したことによるものであ

ります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ104億13百万円増加いたしました。これは主にシステム投資等

により無形固定資産が47億72百万円増加したこと及び保有株式の株価上昇等により投資その他の資産が

60億55百万円増加したことによるものであります。 

  

（負債） 

当第３四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1,047億42百万円増加

し、6,854億６百万円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,031億96百万円増加いたしました。これは主に年末年始対応

等による仕入高の増加及び当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったこと等から、支払

手形及び買掛金が1,115億29百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ15億46百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の返済

により７億54百万円減少したものの、保有株式の株価上昇等により繰延税金負債等のその他の固定負債

が21億56百万円増加したことによるものであります。  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

当第３四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63億83百万円増加し、

2,843億28百万円となりました。これは主に保有株式の株価上昇等によりその他有価証券評価差額金が

28億89百万円増加したこと及び四半期純利益の計上等により利益剰余金が35億４百万円増加したことに

よるものであります。 

  

近の業績動向及び今後の見通し等を勘案し、平成22年５月10日に公表いたしました平成23年３月期

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の連結・個別の業績予想を修正しております。詳細につきま

しては、平成22年11月５日に公表しております「平成23年３月期 第２四半期累計期間業績予想との差

異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

イ.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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無いため、前連結会計年度

において算定した貸倒実績率により算定しております。 

ロ.たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半

期連結会計期間末における実地たな卸高を基礎とした帳簿たな卸高によっております。 

ハ.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 

法人税等の算定に関しては、加味する加減算の項目や税額控除項目を重要なものに限定して

計算する方法によっております。 

また、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に

著しい変化が生じていないと認められる場合は、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

なお、重要性が乏しい子会社については、前連結会計年度の損益計算書における税効果会計

適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

法人税等調整額については、法人税等に含めて表示しております。 

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。 

  

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。 

これにより、営業利益及び経常利益が８百万円、税金等調整前四半期純利益が197百万円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は296百万円であります。 

  

  

  

  

  

2.その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3.四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 113,086 72,354

受取手形及び売掛金 433,918 413,524

有価証券 9,798 7,293

商品及び製品 132,581 103,731

仕掛品 3,698 2,344

原材料及び貯蔵品 2,100 1,714

その他 39,222 33,052

貸倒引当金 △3,038 △3,361

流動資産合計 731,367 630,654

固定資産

有形固定資産 109,386 109,800

無形固定資産

のれん 2,205 2,174

その他 22,218 17,477

無形固定資産合計 24,424 19,651

投資その他の資産 104,555 98,500

固定資産合計 238,366 227,953

資産合計 969,734 858,608

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 640,114 528,585

短期借入金 2,175 3,704

未払法人税等 3,886 5,738

返品調整引当金 489 481

賞与引当金 4,133 7,875

その他 12,595 13,811

流動負債合計 663,393 560,197

固定負債

社債 480 510

長期借入金 335 1,090

退職給付引当金 4,901 5,012

役員退職慰労引当金 741 783

資産除去債務 327 －

その他 15,227 13,070

固定負債合計 22,012 20,466

負債合計 685,406 580,663

純資産の部

株主資本

資本金 13,546 13,546

資本剰余金 38,899 38,899

利益剰余金 245,657 242,152

自己株式 △12,050 △12,025

株主資本合計 286,052 282,573

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,076 2,187

土地再評価差額金 △7,003 △7,003

評価・換算差額等合計 △1,926 △4,815

少数株主持分 202 186

純資産合計 284,328 277,944

負債純資産合計 969,734 858,608
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 1,324,011 1,315,675

売上原価 1,196,722 1,190,366

売上総利益 127,288 125,309

返品調整引当金戻入額 486 481

返品調整引当金繰入額 491 489

差引売上総利益 127,283 125,301

販売費及び一般管理費 115,889 119,463

営業利益 11,393 5,837

営業外収益

受取利息 523 551

受取配当金 711 826

仕入割引 5,427 5,162

受入情報収入 3,406 3,415

その他 1,412 1,516

営業外収益合計 11,481 11,472

営業外費用

支払利息 49 61

不動産賃貸費用 176 179

その他 76 168

営業外費用合計 302 409

経常利益 22,572 16,900

特別利益

固定資産売却益 39 31

貸倒引当金戻入額 189 116

その他 52 417

特別利益合計 282 565

特別損失

固定資産除売却損 152 315

減損損失 68 313

投資有価証券評価損 89 －

適格退職年金終了損 410 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 189

その他 179 570

特別損失合計 900 1,389

税金等調整前四半期純利益 21,954 16,077

法人税等 9,128 6,965

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,112

少数株主利益 382 17

四半期純利益 12,443 9,094
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 21,954 16,077

減価償却費 5,840 7,102

減損損失 68 313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △590 △292

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,000 △2,665

その他の引当金の増減額（△は減少） △3,264 △3,700

受取利息及び受取配当金 △1,235 △1,377

支払利息 49 61

固定資産除売却損益（△は益） 112 283

投資有価証券評価損益（△は益） 89 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 189

売上債権の増減額（△は増加） △52,888 △20,271

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,060 △30,432

仕入債務の増減額（△は減少） 130,996 111,414

その他 1,561 △4,407

小計 74,634 72,294

利息及び配当金の受取額 1,220 1,396

利息の支払額 △49 △59

特別退職金の支払額 △59 △6

法人税等の支払額 △5,069 △9,593

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,676 64,031

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 △4,000 △4,633

定期預金の払戻による収入 2,910 2,231

有価証券の取得による支出 △500 －

有価証券の償還による収入 3,597 4,097

有形固定資産の取得による支出 △10,096 △6,589

有形固定資産の売却による収入 191 137

無形固定資産の取得による支出 △7,237 △7,591

投資有価証券の取得による支出 △9,017 △6,623

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,106 1,163

子会社株式の取得による支出 △3,960 △2

その他 716 283

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,289 △17,527

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） 149 △1,149

長期借入れによる収入 200 150

長期借入金の返済による支出 △384 △1,285

リース債務の返済による支出 △102 △143

割賦債務の返済による支出 △30 △84

社債の償還による支出 － △30

自己株式の取得による支出 △1,244 △27

自己株式の売却による収入 3 1

配当金の支払額 △5,584 △5,570

少数株主への配当金の支払額 △96 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,089 △8,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,296 38,330

現金及び現金同等物の期首残高 73,017 71,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 114,314 110,285
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、販売方法、事業組織体制及び市場・技術等の類似性を考慮して「医薬品卸売事業」、「医薬

品製造事業」及び「医療関連サービス等事業」に区分しております。  

２ 各事業の主な内容は、次のとおりであります。  

 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する重要な連結子会社及び在外支店がないため記載を省略しておりま

す。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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)

医薬品
製造事業 
(百万円)

医療関連
サービス等 

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

1,251,363 15,861 56,785 1,324,011 ― 1,324,011

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,189 35,626 2,526 53,343 (53,343) ―

計 1,266,553 51,488 59,312 1,377,354 (53,343) 1,324,011

営  業  利  益 4,448 5,476 1,386 11,311 81 11,393

(1)医薬品卸売事業 …… 医薬品、診断薬、医療機器・材料等を販売する事業であります。

(2)医薬品製造事業 …… 医薬品、診断薬等を製造する事業であります。

(3)医療関連サービス等事業

医療関連 
サービス

…… 医療関連書籍の販売、治験コーディネーターの派遣等を行う事業であります。

医療機器 
製造

…… 心電計、血圧計等の生体生理検査機器等を製造する事業であります。

保険薬局 …… 医療機関からの処方箋に基づき調剤を行う事業であります。

その他 …… 保険代理店業及び食品・物品等を販売する事業であります。

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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、医薬品の開発・生産から、医療機関等への販売、患者さまへの処方等、医薬品流通

に関わる事業活動を行っております。 

したがって、当社グループは、医薬品流通における事業種類を基礎としたセグメントから構成されて

おり、「医薬品卸売事業」、「医薬品製造事業」、「保険薬局事業」、「医療関連サービス等事業」の

４つを報告セグメントとしております。 

「医薬品卸売事業」は、医療機関へ医薬品、診断薬、医療機器・材料等の販売を行っております。

「医薬品製造事業」は、医薬品、診断薬等の製造を行っております。「保険薬局事業」は、医療機関か

らの処方箋に基づき調剤を行っております。「医療関連サービス等事業」は、医薬品の輸配送、心電計

等の医療機器の製造、医療関連書籍の販売等を行っております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
  

 
  

(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。 

  

【セグメント情報】

１.報告セグメントの概要

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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計医薬品  
卸売事業

医薬品 
製造事業

保険薬局
事業

医療関連  
サービス等  

事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,234,918 16,188 52,011 12,556 1,315,675

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

17,941 35,984 0 3,589 57,515

計 1,252,859 52,172 52,011 16,146 1,373,191

セグメント利益又は損失（△） △1,724 5,091 2,019 759 6,145

３.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 6,145

セグメント間取引消去 △307

四半期連結損益計算書の営業利益 5,837

(6) 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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4.参考情報

(1)四半期個別財務諸表

① 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 78,568 40,689

  受取手形及び売掛金 421,852 396,969

  有価証券 9,798 7,293

  商品及び製品 91,796 73,327

  仕掛品 193 128

  原材料及び貯蔵品 449 457

  その他 29,557 25,609

  貸倒引当金 △2,377 △2,669

  流動資産合計 629,838 541,807

 固定資産

  有形固定資産 60,605 60,514

  無形固定資産 19,829 15,209

  投資その他の資産 154,597 145,216

  固定資産合計 235,032 220,941

 資産合計 864,870 762,748

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 594,194 490,804

  未払法人税等 838 2,411

  返品調整引当金 358 359

  賞与引当金 1,924 4,085

  その他 21,395 23,102

  流動負債合計 618,711 520,762

 固定負債 12,898 10,655

 負債合計 631,609 531,418

純資産の部

 株主資本

  資本金 13,546 13,546

  資本剰余金 40,515 40,515

  利益剰余金 193,214 194,316

  自己株式 △12,050 △12,025

  株主資本合計 235,225 236,353

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 5,038 1,979

  土地再評価差額金 △7,003 △7,003

  評価・換算差額等合計 △1,964 △5,023

 純資産合計 233,260 231,330

負債純資産合計 864,870 762,748
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※上記、四半期個別財務諸表については、四半期レビューの対象ではありません。 

なお、四半期個別財務諸表の作成にあたっては、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

② 四半期損益計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至 平成21年12月31日)   至 平成22年12月31日)

売上高 1,164,807 1,155,204

売上原価 1,099,670 1,093,839

売上総利益 65,137 61,365

返品調整引当金戻入額 365 359

返品調整引当金繰入額 358 358

差引売上総利益 65,143 61,366

販売費及び一般管理費 62,818 64,828

営業利益又は営業損失（△） 2,325 △3,462

営業外収益

 受取利息 678 708

 受取配当金 1,845 2,125

 仕入割引 5,353 5,094

 受入情報収入 2,663 2,657

  その他 1,166 1,095

 営業外収益合計 11,706 11,681

営業外費用

 支払利息 8 9

 売上割引 935 922

 その他 165 176

 営業外費用合計 1,109 1,108

経常利益 12,922 7,110

特別利益

 固定資産売却益 35 ―

 投資有価証券売却益 ― 112

 貸倒引当金戻入額 242 100

 その他 15 0

 特別利益合計 293 214

特別損失

 固定資産除売却損 89 204

 減損損失 43 ―

 投資有価証券評価損 20 ―

 関係会社株式評価損 ― 191

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 31

 その他 35 70

 特別損失合計 189 497

税引前四半期純利益 13,026 6,827

法人税等 4,810 2,339

四半期純利益 8,216 4,487
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(2) その他

予想・実績対比 要約連結損益表
（単位：百万円）

当四半期（予想） 当四半期（実績）
差     異   
 (実績 ― 予想）

通期（予想）

自 平成22年４月１日 自 平成22年４月１日 自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日 至 平成22年12月31日 至 平成23年３月31日

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 実績/予想 金  額 百分比

％ ％ ％ ％

売     上     高 1,334,000 100.0 1,315,675 100.0 △18,324 98.6 1,768,400 100.0

売   上   原   価 1,207,000 90.5 1,190,366 90.5 △16,633 98.6 1,589,800 89.9

売  上  総  利  益 127,000 9.5 125,309 9.5 △1,690 98.7 178,600 10.1

 返品調整引当金繰入額 ― ― 7 0.0 7 ― ― ―

差 引 売 上 総 利 益 127,000 9.5 125,301 9.5 △1,698 98.7 178,600 10.1

 販売費及び一般管理費 121,600 9.1 119,463 9.1 △2,136 98.2 164,100 9.3

営  業  利  益 5,400 0.4 5,837 0.4 437 108.1 14,500 0.8

営  業  外  収  益 11,550 0.8 11,472 0.8 △77 99.3 15,200 0.9

営  業  外  費  用 480 0.0 409 0.0 △70 85.3 700 0.0

経   常   利   益 16,470 1.2 16,900 1.2 430 102.6 29,000 1.7

特   別   利   益 400 0.0 565 0.0 165 141.5 500 0.0

特   別   損   失 1,170 0.1 1,389 0.1 219 118.7 1,300 0.1

税 金 等 調 整 前
15,700 1.2 16,077 1.2 377 102.4 28,200 1.6

四半期(当期)純利益

法   人   税   等 6,540 0.5 6,965 0.5 425 106.5 12,100 0.7

少数株主損益調整前
9,160 0.7 9,112 0.7 △47 99.5 16,100 0.9

四半期(当期)純利益

少 数 株 主 利 益 60 0.0 17 0.0 △42 29.8 100 0.0

四半期(当期)純利益 9,100 0.7 9,094 0.7 △5 99.9 16,000 0.9

予想・実績対比 要約個別損益表
（単位：百万円）

当四半期（予想） 当四半期（実績）
差     異   
 (実績 ― 予想）

通期（予想）

自 平成22年４月１日 自 平成22年４月１日 自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日 至 平成22年12月31日 至 平成23年３月31日

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 実績/予想 金  額 百分比

％ ％ ％ ％

売     上     高 1,169,600 100.0 1,155,204 100.0 △14,395 98.8 1,542,400 100.0

売   上   原   価 1,106,980 94.6 1,093,839 94.7 △13,140 98.8 1,450,900 94.1

売  上  総  利  益 62,620 5.4 61,365 5.3 △1,254 98.0 91,500 5.9

 返品調整引当金繰入額 ― ― △0 △0.0 △0 ― ― ―

差 引 売 上 総 利 益 62,620 5.4 61,366 5.3 △1,253 98.0 91,500 5.9

 販売費及び一般管理費 65,420 5.6 64,828 5.6 △591 99.1 87,900 5.7

営   業  利  益 △2,800 △0.2 △3,462 △0.3 △662 123.6 3,600 0.2

営  業  外  収  益 11,820 1.0 11,681 1.0 △138 98.8 15,070 1.0

営  業  外  費  用 1,160 0.1 1,108 0.1 △51 95.6 1,570 0.1

経   常   利   益 7,860 0.7 7,110 0.6 △749 90.5 17,100 1.1

特   別   利   益 200 0.0 214 0.0 14 107.2 200 0.0

特   別   損   失 500 0.1 497 0.0 △2 99.5 600 0.0

税 引 前 四 半 期
7,560 0.6 6,827 0.6 △732 90.3 16,700 1.1

(当  期）純 利 益

法   人   税   等 2,700 0.2 2,339 0.2 △360 86.7 6,700 0.4

四半期(当期)純利益 4,860 0.4 4,487 0.4 △372 92.3 10,000 0.7
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