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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 445,612 4.2 △1,843 ― 2,163 △67.3 1,300 △67.5
23年3月期第1四半期 427,653 1.7 2,839 49.6 6,614 18.4 4,004 37.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,499百万円 （△51.3％） 23年3月期第1四半期 3,081百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 14.42 ―
23年3月期第1四半期 44.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 899,435 283,578 31.5
23年3月期 912,406 284,851 31.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  283,343百万円 23年3月期  284,644百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 31.00 ― 31.00 62.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 896,000 5.2 △1,300 ― 6,200 △35.3 3,200 △37.6 35.50
通期 1,842,000 5.1 3,100 △42.3 18,200 △9.1 10,000 3.9 110.92



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
実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、【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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 93,949,167 株 23年3月期 93,949,167 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,797,333 株 23年3月期 3,797,531 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 90,151,726 株 23年3月期1Q 90,158,880 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大

な人的被害・物的損失により、企業の生産活動において大きな影響を受けました。また、原子力発電

所の停止による国内電力供給の制約や円高の進行など、国内経済の先行きは不透明な状況が続いてお

ります。 

医療用医薬品市場におきましては、高齢化の進展に伴う生活習慣病関連薬剤や春先の花粉大量飛散

によるアレルギー性疾患治療剤等の市場拡大により、緩やかながら伸長したものと推測しておりま

す。しかしながら、依然として価格交渉の難航や卸間での競争激化が続いており、医薬品卸を取り巻

く経営環境は厳しい状況にあります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,456億12百万円（前年同期

比4.2％増）、営業損失は18億43百万円（前年同期は28億39百万円の営業利益）、経常利益は21億63百

万円（前年同期比67.3％減）、四半期純利益は13億円（前年同期比67.5％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）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制度（新薬創出・適応外薬解消等促進加算）の恒久化に向

け、引続き個々の医療用医薬品の価値に見合った価格交渉に努めております。 

売上高につきましては、市場が伸長したことに伴い順調に推移いたしました。しかしながら、利益

につきましては価格交渉の難航や卸間での競争激化が続き、厳しい状況となりました。 

この結果、売上高は4,244億74百万円（前年同期比4.2%増）、営業損失は44億15百万円（前年同期は

１億52百万円の営業利益）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．当四半期決算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23年３月期

第１四半期累計期間
平成24年３月期

第１四半期累計期間
増減率（％）

医薬品卸売事業

売 上 高 407,245 424,474 4.2

  営業利益又は
152 △4,415 ―

  営業損失(△)

医薬品製造事業
売 上 高 17,680 15,748 △10.9

営 業 利 益 2,187 1,061 △51.5

保険薬局事業
売 上 高 16,397 18,558 13.2

営 業 利 益 307 1,034 236.1

医療関連サービス等事業
売 上 高 5,271 5,401 2.5

営 業 利 益 249 218 △12.2
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（医薬品製造事業） 

主に、東日本大震災への対応のため、３月末における流通在庫が一時的に増加した影響等により、

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、４億46百万円減の41億26百万円

（前年同期比9.8%減）となりました。 

この結果、売上高は157億48百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益は10億61百万円（前年同期比

51.5%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185億58百万円（前年同期比13.2%増）、営業利益は10億34百万円（前年同期比

236.1%増）となりました。 

  

（医療関連サービス等事業） 

主に、中国地方で介護事業を営むサンキ・ウエルビィ㈱では、通所・宿泊・訪問の機能が一体とな

った小規模多機能センターやグループホームにおいて利用者数が増加いたしました。また、さらなる

地域密着型サービスの強化に向けて、介護従事者の確保や新規出店に向けた取組みを実施してまいり

ました。  

この結果、売上高は54億１百万円（前年同期比2.5%増）、営業利益は２億18百万円（前年同期比

12.2%減）となりました。 

  

当第１四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１四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129億71百万円減少し、

8,994億35百万円となりました。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138億12百万円減少いたしました。これは主に東日本大震災へ

の対応に伴い３月末に商品調達を行った結果、その支払額が増加したことにより現金及び預金が116億

65百万円減少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８億40百万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10億91百万円増加したことによるものであります。 

  

（負債） 

当第１四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116億98百万円減少し、

6,158億56百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の支払により91億11百万円減少したこ

とによるものであります。 

  

（純資産） 

当第１四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12億72百万円減少

し、2,835億78百万円となりました。これは主に四半期純利益を13億円計上したものの、剰余金の配当

を27億94百万円支払っ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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平成23年５月９日発表の平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更

はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,171 59,506

受取手形及び売掛金 416,061 425,709

有価証券 7,797 5,799

商品及び製品 133,987 127,291

仕掛品 3,421 4,198

原材料及び貯蔵品 1,741 1,862

その他 39,898 35,484

貸倒引当金 △3,520 △3,105

流動資産合計 670,558 656,745

固定資産

有形固定資産 109,638 109,175

無形固定資産

のれん 1,877 1,583

その他 24,692 26,077

無形固定資産合計 26,570 27,661

投資その他の資産 105,640 105,852

固定資産合計 241,848 242,689

資産合計 912,406 899,435

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 580,776 571,664

短期借入金 518 525

未払法人税等 3,583 939

返品調整引当金 448 394

賞与引当金 7,314 4,039

災害損失引当金 402 369

その他 12,505 16,152

流動負債合計 605,548 594,086

固定負債

長期借入金 157 154

退職給付引当金 4,796 4,659

役員退職慰労引当金 793 566

その他 16,259 16,389

固定負債合計 22,006 21,770

負債合計 627,555 615,856

純資産の部

株主資本

資本金 13,546 13,546

資本剰余金 38,899 38,898

利益剰余金 246,190 244,696

自己株式 △12,054 △12,053

株主資本合計 286,582 285,088

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,065 5,257

土地再評価差額金 △7,003 △7,003

為替換算調整勘定 － 1

その他の包括利益累計額合計 △1,937 △1,744

少数株主持分 206 235

純資産合計 284,851 283,578

負債純資産合計 912,406 899,435

㈱スズケン(9987)  平成24年３月期　第１四半期決算短信

―　5　―



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 427,653 445,612

売上原価 385,094 407,785

売上総利益 42,558 37,827

返品調整引当金戻入額 481 448

返品調整引当金繰入額 485 394

差引売上総利益 42,554 37,881

販売費及び一般管理費 39,714 39,725

営業利益又は営業損失（△） 2,839 △1,843

営業外収益

受取利息 176 217

受取配当金 353 421

仕入割引 1,756 1,696

受入情報収入 1,133 1,179

その他 522 596

営業外収益合計 3,942 4,111

営業外費用

支払利息 24 15

不動産賃貸費用 57 56

その他 84 33

営業外費用合計 167 105

経常利益 6,614 2,163

特別利益

投資有価証券売却益 89 34

貸倒引当金戻入額 158 －

罹災商品補償額 － 289

収用補償金 85 －

保険解約返戻金 － 208

その他 76 99

特別利益合計 410 631

特別損失

固定資産除売却損 71 51

投資有価証券評価損 20 38

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 189 －

災害損失 － 59

その他 89 34

特別損失合計 371 183

税金等調整前四半期純利益 6,653 2,610

法人税等 2,645 1,303

少数株主損益調整前四半期純利益 4,008 1,307

少数株主利益 3 7

四半期純利益 4,004 1,300
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,008 1,307

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △926 191

為替換算調整勘定 － 1

その他の包括利益合計 △926 192

四半期包括利益 3,081 1,499

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,078 1,492

少数株主に係る四半期包括利益 3 7
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該当事項はありません。  

  

   (セグメント情報) 

  

  

 
  

 
  

 (固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

  

  (のれんの金額の重要な変動) 

 該当事項はありません。 

  

  (重要な負ののれん発生益) 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

前第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年６月30日) 

１.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 401,401 5,838 16,397 4,015 427,653

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

5,843 11,841 0 1,255 18,940

計 407,245 17,680 16,397 5,271 446,593

セグメント利益 152 2,187 307 249 2,896

２.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 2,896

セグメント間取引消去 △56

四半期連結損益計算書の営業利益 2,839

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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 (固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

  

  (のれんの金額の重要な変動) 

 該当事項はありません。 

  

  (重要な負ののれん発生益) 

 該当事項はありません。 

  

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23年４月１日 至平成23年６月30日) 

１.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 417,715 5,076 18,557 4,262 445,612

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,759 10,671 0 1,138 18,570

計 424,474 15,748 18,558 5,401 464,182

セグメント利益又は損失(△) △4,415 1,061 1,034 218 △2,101

２.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 △2,101

セグメント間取引消去 257

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △1,843

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（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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