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1.  平成24年5月期第3四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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3四半期 42,137 4.0 51 24.4 281 28.3 113 15.3
23年5月期第3四半期 40,524 △2.9 41 △70.9 219 △35.0 98 △52.7

（注）包括利益 24年5月期第3四半期 487百万円 （△76.2％） 23年5月期第3四半期 2,048百万円 （―％）

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3四半期 10.64 ―
23年5月期第3四半期 9.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第3四半期 25,242 10,791 42.8
23年5月期 26,787 10,399 38.8
（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  10,791百万円 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 ― 0.00 ―
24年5月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 14,147 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3Q 10,687,832 株 23年5月期3Q 10,689,472 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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、引き続き厳しい環境となりました。しかしながら、大型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や新型ワクチン市場の拡大等もあり、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してまいりまし

た。また、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

(物流)・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。 

 具体的には、営業面では、ＭＳの営業の量を増やすため、新たなシステムを構築し、営業内勤業務の効率化を図

るとともに、営業の質を高めるため、当社独自の営業プロセスの管理システムを導入しました。物流面では、「お

得意先目線」、「営業担当者目線」で品切れのない本社集中物流システムに再構築すべく、その推進を強化いたし

ました。 

 地域戦略としては、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強化する

とともに、大型新製品販売への注力、フィービジネスやワンストップサービスへの取り組みを強化いたしました。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高421億37百万円(前年同四半期比4.0％増)、営業利益51百

万円(前年同四半期比21.6％増)、経常利益２億81百万円(前年同四半期比28.1％増)、四半期純利益１億13百万円

(前年同四半期比15.9％増)となりました。 

 なお、当社は、平成24年２月３日にアルフレッサグループ(持株会社であるアルフレッサ ホールディングス株式

会社)と両社の医薬品等卸売事業に係る営業・物流・情報システム・カスタマーサポート等に関する連携強化をは

かり、企業価値の一層の向上をはかることを目的とした業務提携を行いました。その具体的内容及び推進方法につ

いては現在協議中であります。  

 

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 



 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、大型新製品への取り組みを強化したことに加え、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363億38百万円(前年同四半期比4.3％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12億42百万円(前

年同四半期比8.0％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た結果、売上高は43億84百万円(前年同四

半期比4.3％増)となりました。 

 以上の結果、売上高は419億66百万円(前年同四半期比3.9％増)となりました。 

(セグメント利益) 

 大型新製品販売、企画販売への取組強化、フィービジネスの拡大に強力に取り組んだ結果、セグメント利益は

30百万円(前年同四半期比16.6％増)となりました。 

 ② ゴルフ場関連事業 

 レストラン部門の充実、インターネットでの集客等により、来場者数が前年同四半期に比べ増加したことによ

り、売上高は１億39百万円(前年同四半期比29.1％増)となり、セグメント利益は16百万円(前年同四半期比85.8％

増)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31百万円(前年同四半期比5.1％増)となり

ましたが、販管費の増加により、セグメント利益は３百万円(前年同四半期比46.5％減)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15億44百万円減少し、252億42百万

円となりました。これは主に、流動資産において、仕入債務の支払等により、「現金及び預金」が３億13百万円

減少したことと、在庫の適正化を強化したことにより、「商品」が12億13百万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19億36百万円減少し、144億51百万

円となりました。これは主に、流動負債において、在庫の適正化を強化したことにより、「支払手形及び買掛

金」が17億35百万円減少したことと、固定負債において、平成23年12月１日付で退職給付制度を退職一時金制度

及び適格退職年金制度から、退職一時金制度及び確定拠出型年金制度へ移行したことにより、「退職給付引当

金」が１億37百万円減少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３億91百万円増加し、107億91百

万円となりました。これは主に、配当金の支払による減少はありましたが、四半期純利益による増加により、株

主資本合計が17百万円増加したことと、その他の包括利益累計額のその他有価証券評価差額金が３億74百万円増

加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） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 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。 

退職給付制度の移行 

当社は、退職給付制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成23年12月１

日に退職一時金制度及び確定拠出型年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基

準適用指針第１号)を適用しております。 

本移行に伴う影響額8,219千円は、退職給付制度終了益として特別利益に計上しております。 

法人税率の変更等による影響 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は従来の41.5％から、平成24年６月１日に開始する連結会計年度から平成26年６

月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.7％に、平成27年６月１日に開始する連

結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3％となります。この税率変更により、繰延税金資産は

8,128千円減少、繰延税金負債は207,713千円減少し、その結果、法人税等調整額（借方）は29,235千円増加、その

他有価証券評価差額金（貸方）は228,820千円増加しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772,954 3,459,198

受取手形及び売掛金 12,037,522 12,019,152

有価証券 12,218 12,200

商品 3,055,059 1,841,396

繰延税金資産 105,654 111,478

その他 842,444 646,006

貸倒引当金 △2,445 △3,062

流動資産合計 19,823,409 18,086,370

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 707,810 685,224

土地 1,748,415 1,748,415

その他（純額） 99,338 86,038

有形固定資産合計 2,555,564 2,519,678

無形固定資産 130,567 153,907

投資その他の資産   

投資有価証券 4,010,807 4,233,405

その他 272,344 254,484

貸倒引当金 △4,878 △4,878

投資その他の資産合計 4,278,273 4,483,011

固定資産合計 6,964,405 7,156,598

資産合計 26,787,815 25,242,968



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,695,311 11,959,538

未払法人税等 9,522 2,107

賞与引当金 129,061 71,307

返品調整引当金 14,300 14,700

その他 189,808 299,897

流動負債合計 14,038,003 12,347,549

固定負債   

退職給付引当金 283,411 145,971

役員退職慰労引当金 161,772 95,969

受入保証金 718,346 677,946

繰延税金負債 1,183,773 1,181,667

その他 2,580 2,580

固定負債合計 2,349,884 2,104,135

負債合計 16,387,887 14,451,685

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 7,212,001

自己株式 △3,734 △4,105

株主資本合計 8,386,502 8,403,681

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 2,387,601

その他の包括利益累計額合計 2,013,425 2,387,601

純資産合計 10,399,927 10,791,283

負債純資産合計 26,787,815 25,242,968



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 40,524,717 42,137,523

売上原価 37,711,764 39,137,391

売上総利益 2,812,952 3,000,131

返品調整引当金戻入額 14,500 14,300

返品調整引当金繰入額 16,500 14,700

差引売上総利益 2,810,952 2,999,731

販売費及び一般管理費 2,768,983 2,948,694

営業利益 41,969 51,037

営業外収益   

受取利息 2,256 740

受取配当金 30,007 91,838

受取手数料 117,730 118,057

その他 38,563 33,390

営業外収益合計 188,558 244,027

営業外費用   

支払利息 53 －

投資有価証券評価損 9,170 13,480

為替差損 1,448 29

その他 78 0

営業外費用合計 10,750 13,510

経常利益 219,777 281,554

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 3 －

退職給付制度終了益 － 8,219

特別利益合計 3 8,219

特別損失   

固定資産除却損 1,353 569

投資有価証券評価損 29,564 17,030

特別損失合計 30,917 17,599

税金等調整前四半期純利益 188,863 272,173

法人税、住民税及び事業税 240,072 40,827

法人税等調整額 △149,373 117,598

法人税等合計 90,698 158,426

少数株主損益調整前四半期純利益 98,164 113,747

四半期純利益 98,164 113,747



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,164 113,747

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,950,206 374,176

その他の包括利益合計 1,950,206 374,176

四半期包括利益 2,048,371 487,924

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,048,371 487,924



 該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成24年２月29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。 

  

 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  40,386,273  108,293  30,149  40,524,717  ―  40,524,717

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 7,119  357  103  7,580  △7,580  ―

計  40,393,393  108,650  30,253  40,532,298  △7,580  40,524,717

セグメント利益  26,148  8,804  6,071  41,024  945  41,969

  

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  41,966,058  139,784  31,680  42,137,523  ―  42,137,523

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 6,367  135  146  6,649  △6,649  ―

計  41,972,425  139,920  31,827  42,144,173  △6,649  42,137,523

セグメント利益  30,479  16,361  3,251  50,092  945  51,037

（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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