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

24年3月期第3四半期 1,406,061 6.9 3,635 △37.7 15,595 △7.7 8,188 △10.0
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 8,177百万円 （△31.9％） 23年3月期第3四半期 12,001百万円 （―％）

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3四半期 90.83 ―
23年3月期第3四半期 100.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 1,029,183 287,991 28.0
23年3月期 912,406 284,851 31.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  287,742百万円 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 ― 25.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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3Q 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3Q 3,803,012 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3Q 90,150,090 株 23年3月期3Q 90,156,833 株
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当第３四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の影響によ

り厳しい環境下にあるものの、一部の業種においては復興需要等により、景気の持ち直しの兆しが見

られました。しかしながら、円高の長期化、欧州の経済減速やタイの洪水等の影響により、依然とし

て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、高齢化の進展や新薬等の寄与に加え、子宮頸がん等ワクチンの

需要増により、緩やかながら伸長したものと推測しておりますが、お得意さまニーズの多様化・高度

化への対応など、医薬品卸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３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は１兆4,060億

61百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益は36億35百万円（前年同期比37.7％減）、経常利益は155

億95百万円（前年同期比7.7％減）、四半期純利益は81億88百万円（前年同期比10.0％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、流通改善に引続き取組む

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」制度の恒久化

に向け、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。また、全国９ヶ所の物流

センター構想に基づき、８番目の物流センターとして平成23年12月に「宮城物流センター」を稼働さ

せ、高品質物流をローコストで実現させる 適な物流体制の実現に向けて取組んでおります。 

売上高につきましては、市場の伸びに加え、個々のお得意さまのニーズにお応えする活動を徹底し

たことにより、順調に推移いたしました。利益につきましては、適正な利益の確保に向けた取組みを

強化するとともに、業務の見直し・効率化にも努めておりますが、依然として厳しい状況にありま

す。 

この結果、売上高は１兆3,406億37百万円（前年同期比7.0％増）、営業損失は48億74百万円（前年

同期は17億24百万円の営業損失）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３四半期累計期間
平成24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 1,252,859 1,340,637 7.0

 営業損失(△) △1,724 △4,874 ―

医薬品製造事業
売 上 高 52,172 50,699 △2.8

営 業 利 益 5,091 4,458 △12.4

保険薬局事業
売 上 高 52,011 56,613 8.8

営 業 利 益 2,019 3,196 58.3

医療関連サービス等事業
売 上 高 16,146 17,001 5.3

営 業 利 益 759 767 1.1
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（医薬品製造事業） 

主力製品である糖尿病食後過血糖改善剤「セイブル錠」につきましては、新たな糖尿病治療薬であ

るＤＰＰ－Ⅳ阻害剤の市場拡大等の影響により、売上高は135億27百万円（前年同期比5.5％減）とな

りました。 

この結果、売上高は506億99百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は44億58百万円（前年同期比

12.4％減）となりました。 

  

（保険薬局事業） 

Ｍ＆Ａや新規出店により事業拡大を図るとともに、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566億13百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益は31億96百万円（前年同期比

58.3％増）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㈱の業績が堅調に推移したことが寄与しております。 

この結果、売上高は170億１百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益は７億67百万円（前年同期比

1.1％増）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1,167億76百万円増加

し、１兆291億83百万円となりました。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1,194億72百万円増加いたしました。これは主に売上の増加に

伴い受取手形及び売掛金が639億69百万円、投資信託等の取得により有価証券が209億82百万円増加し

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196

億99百万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26億96百万円減少いたしました。これは主にシステム投資等

により無形固定資産が17億93百万円増加したものの、保有株式の株価下落等により投資その他の資産

が38億58百万円減少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1,136億36百万円増加

し、7,411億91百万円となりました。これは主に第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であっ

たこと等により支払手形及び買掛金が1,217億84百万円増加したことによるものであります。 

  

（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31億39百万円増加

し、2,879億91百万円となりました。これは主に剰余金の配当により50億48百万円減少したものの、四

半期純利益を81億88百万円計上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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通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月９日に公表いたしました予想数値に変更はあり

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,171 90,870

受取手形及び売掛金 416,061 480,031

有価証券 7,797 28,779

商品及び製品 133,987 148,378

仕掛品 3,421 4,495

原材料及び貯蔵品 1,741 2,048

その他 39,898 38,385

貸倒引当金 △3,520 △2,958

流動資産合計 670,558 790,030

固定資産

有形固定資産 109,638 109,006

無形固定資産

のれん 1,877 1,131

その他 24,692 27,231

無形固定資産合計 26,570 28,363

投資その他の資産 105,640 101,782

固定資産合計 241,848 239,152

資産合計 912,406 1,029,183

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 580,776 702,560

短期借入金 518 590

未払法人税等 3,583 2,963

返品調整引当金 448 452

賞与引当金 7,314 4,124

災害損失引当金 402 259

その他 12,505 12,440

流動負債合計 605,548 723,391

固定負債

長期借入金 157 123

退職給付引当金 4,796 4,518

役員退職慰労引当金 793 572

その他 16,259 12,586

固定負債合計 22,006 17,800

負債合計 627,555 741,191

純資産の部

株主資本

資本金 13,546 13,546

資本剰余金 38,899 38,897

利益剰余金 246,190 249,302

自己株式 △12,054 △12,063

株主資本合計 286,582 289,683

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 4,777

土地再評価差額金 △7,003 △6,715

為替換算調整勘定 － △3

その他の包括利益累計額合計 △1,937 △1,941

少数株主持分 206 249

純資産合計 284,851 287,991

負債純資産合計 912,406 1,029,183
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（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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 1,315,675 1,406,061

売上原価 1,190,366 1,282,043

売上総利益 125,309 124,018

返品調整引当金戻入額 481 448

返品調整引当金繰入額 489 452

差引売上総利益 125,301 124,014

販売費及び一般管理費 119,463 120,379

営業利益 5,837 3,635

営業外収益

受取利息 551 536

受取配当金 826 1,020

仕入割引 5,162 5,336

受入情報収入 3,415 3,615

その他 1,516 1,798

営業外収益合計 11,472 12,307

営業外費用

支払利息 61 36

不動産賃貸費用 179 175

その他 168 136

営業外費用合計 409 348

経常利益 16,900 15,595

特別利益

固定資産売却益 31 50

貸倒引当金戻入額 116 －

罹災商品補償額 － 682

その他 417 634

特別利益合計 565 1,368

特別損失

固定資産除売却損 315 811

減損損失 313 137

災害損失 － 109

投資有価証券評価損 2 2,222

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 189 －

その他 568 103

特別損失合計 1,389 3,383

税金等調整前四半期純利益 16,077 13,579

法人税等 6,965 5,369

少数株主損益調整前四半期純利益 9,112 8,210

少数株主利益 17 21

四半期純利益 9,094 8,188
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 9,112 8,210

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,889 △288

土地再評価差額金 － 259

為替換算調整勘定 － △4

その他の包括利益合計 2,889 △33

四半期包括利益 12,001 8,177

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,983 8,156

少数株主に係る四半期包括利益 17 20
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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) 

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 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

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 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

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３四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年12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：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 1,320,117 16,087 56,612 13,244 1,406,061

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

20,519 34,612 1 3,756 58,889

計 1,340,637 50,699 56,613 17,001 1,464,951

セグメント利益又は損失(△) △4,874 4,458 3,196 767 3,548

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 3,548

セグメント間取引消去 86

四半期連結損益計算書の営業利益 3,635

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

㈱スズケン（9987）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

―　9　―




