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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8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 ％

24年5月期第1四半期 13,723 4.3 △19 ― 78 8.3 46 2.2
23年5月期第1四半期 13,161 △3.1 9 △83.6 72 △47.8 45 △51.1

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △123百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 30百万円 （―％）

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5月期第1四半期 4.38 ―
23年5月期第1四半期 4.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 25,709 10,180 39.6
23年5月期 26,787 10,399 38.8
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  10,180百万円 23年5月期  10,399百万円

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5月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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) 28,741 6.4 134 143.6 248 51.2 141 60.2 13.25
通期 57,372 4.8 407 253.9 623 83.8 342 96.6 32.02



(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き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 
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。 

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5月期1Q 10,701,600 株 23年5月期 10,701,600 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 13,798 株 23年5月期 12,949 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 10,688,328 株 23年5月期1Q 10,689,781 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第１四半期連結累計期間の医薬品卸業界は、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２年目であり、販売価格の低下は若干落ち着いたものの、その傾

向は依然として続き、特に利益面で厳しい状況となりました。しかしながら、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もあり、総市場は順調に推移したものと思われます。 

 このような環境の中、当連結会計年度は、新中期３年計画(TOKIWA EFFECTIVE ACTION PLAN 66・略称ＴＥＡＰ

66)の２年目であり、当期を要の事業年度として位置づけ、ＴＥＡＰ66の達成に向けて推進を強化するとともに、

当期を「営業改革元年」、「第２次物流改革」と位置づけ、５つのプロジェクトチームと、各々の組織を強力にコ

ミットさせ、ＭＳ(マーケティング・スペシャリスト、医薬品卸営業担当者)力、ＬＳ(ロジスティック・システム)

力、ＣＳ(カスタマー・サービス)力を強化並びに再構築することで、社内外のビジネスモデルの改革に取り組んで

まいりました。また、医療用医薬品の山口県内の市場シェアを高めることを目的とした各種施策の推進を更に強化

するとともに、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。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高137億23百万円(前年同四半期比4.3％増)となり、営業損

失19百万円(前年同四半期は営業利益９百万円)、経常利益78百万円(前年同四半期比7.7％増)、四半期純利益46百

万円(前年同四半期比3.1％増)となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

 ① 医薬品等卸売事業 

(売上高) 

 医療用医薬品については、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

る長期収載品市場の縮小等の影響はありましたが、大型新製品が次々と発売されたことに加え、山口県シェア拡

大を目的とした各種営業施策を強力に推進した結果、売上高は118億49百万円(前年同四半期比4.9％増)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等により、売上高は３億97百万円(前

年同四半期比6.7％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。また、ＳＰＤ(院内物品管理配送

受託業務)の推進を強化した結果、売上高は14億12百万円(前年同四半期比2.4％増)となりました。 

 以上の結果、売上高は136億58百万円(前年同四半期比4.2％増)となりました。 

(セグメント損益) 

 価格管理体制の強化とフィービジネスの拡大に強力に取り組みましたが、薬価基準改定の２年目であり、販売

価格の低下により、売上総利益率が0.1ポイント低下したことと、販管費の増加とにより、セグメント損失32百

万円(前年同四半期はセグメント損失７百万円)となりました。 

１．当四半期決算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増加したこと等により、売上高は53百万円(前年同四半期比13.6％増)となりまし

たが、客単価の低下により、セグメント利益は12百万円(前年同四半期比12.0％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により、売上高は11百万円(前年同四半期比16.9％増)となり

ましたが、販管費の増加により、セグメント損失０百万円(前年同四半期はセグメント利益２百万円)となりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 (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10億78百万円減少し、257億９百万

円となりました。これは主に、仕入債務の支払等により「現金及び預金」が８億71百万円減少したことと、「投

資有価証券」が２億88百万円減少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８億58百万円減少し、155億29百万

円となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が８億16百万円減少したことと、「役員退職慰労引当

金」が１億11百万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２億19百万円減少し、101億80百

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、配当金の支払による減少により、

「利益剰余金」が49百万円減少したことと、「その他有価証券評価差額金」が１億69百万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７月14日の決算短信で公表いたしました第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。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772,954 2,900,975

受取手形及び売掛金 12,037,522 12,131,046

有価証券 12,218 11,577

商品 3,055,059 3,004,331

繰延税金資産 105,654 127,952

その他 842,444 853,720

貸倒引当金 △2,445 △3,013

流動資産合計 19,823,409 19,026,591

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 707,810 705,614

土地 1,748,415 1,748,415

その他（純額） 99,338 93,086

有形固定資産合計 2,555,564 2,547,117

無形固定資産 130,567 144,571

投資その他の資産   

投資有価証券 4,010,807 3,721,966

その他 272,344 274,428

貸倒引当金 △4,878 △4,878

投資その他の資産合計 4,278,273 3,991,515

固定資産合計 6,964,405 6,683,205

資産合計 26,787,815 25,709,796



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,695,311 12,879,048

未払法人税等 9,522 7,581

賞与引当金 129,061 73,680

返品調整引当金 14,300 16,400

その他 189,808 398,205

流動負債合計 14,038,003 13,374,917

固定負債   

退職給付引当金 283,411 286,673

役員退職慰労引当金 161,772 50,656

受入保証金 718,346 706,196

繰延税金負債 1,183,773 1,108,384

その他 2,580 2,580

固定負債合計 2,349,884 2,154,489

負債合計 16,387,887 15,529,407

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 7,194,451 7,145,098

自己株式 △3,734 △3,995

株主資本合計 8,386,502 8,336,888

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,013,425 1,843,500

その他の包括利益累計額合計 2,013,425 1,843,500

純資産合計 10,399,927 10,180,389

負債純資産合計 26,787,815 25,709,796



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 13,161,756 13,723,462

売上原価 12,205,188 12,743,023

売上総利益 956,567 980,438

返品調整引当金戻入額 14,500 14,300

返品調整引当金繰入額 19,800 16,400

差引売上総利益 951,267 978,338

販売費及び一般管理費 942,034 998,069

営業利益又は営業損失（△） 9,233 △19,730

営業外収益   

受取利息 428 81

受取配当金 24,371 52,879

受取手数料 36,246 37,324

その他 15,415 8,706

営業外収益合計 76,461 98,993

営業外費用   

支払利息 48 －

投資有価証券評価損 11,760 170

為替差損 1,018 644

その他 8 0

営業外費用合計 12,834 815

経常利益 72,860 78,446

特別損失   

固定資産除却損 632 －

特別損失合計 632 －

税金等調整前四半期純利益 72,227 78,446

法人税、住民税及び事業税 62,073 8,854

法人税等調整額 △35,296 22,746

法人税等合計 26,776 31,601

少数株主損益調整前四半期純利益 45,450 46,845

四半期純利益 45,450 46,845



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 45,450 46,845

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,758 △169,924

その他の包括利益合計 △14,758 △169,924

四半期包括利益 30,692 △123,079

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,692 △123,079



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31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：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 セグメント利益又は損失(△)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。  

  

２．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 

（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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31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：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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．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 

（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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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  13,105,113  47,003  9,639  13,161,756  ―  13,161,756

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 2,965  135  34  3,135  △3,135  ―

計  13,108,079  47,139  9,674  13,164,892  △3,135  13,161,756

セグメント利益又は損失(△)  △7,122  13,928  2,111  8,918  315  9,233

  

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  13,658,782  53,413  11,265  13,723,462  ―  13,723,462

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 2,386  100  34  2,521  △2,521  ―

計  13,661,169  53,513  11,300  13,725,983  △2,521  13,723,462

セグメント利益又は損失(△)  △32,308  12,263  △0  △20,045  315  △19,730

（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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