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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 277,545 4.5 2,893 65.9 3,830 31.9 2,411 24.0

24年３月期第１四半期 265,548 2.6 1,744 △37.1 2,905 △26.4 1,944 △1.3

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 2,255百万円(△8.5％) 24年３月期第１四半期 2,465百万円(54.0％)

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

25年３月期第１四半期 32 75 ― ―

24年３月期第１四半期 24 88 ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 542,561 123,474 22.8

24年３月期 536,440 121,594 22.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期123,474百万円 24年３月期121,594百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 8 00 ― 8 00 16 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 8 00 ― 8 00 16 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 556,000 3.1 7,100 72.7 8,500 40.3 4,900 45.6 66 53

通期 1,140,000 2.9 15,700 11.6 18,400 3.8 10,400 △3.4 141 20



  

 

 
(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困

難な場合」に該当しております。詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（注記事項）

に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ

ん。また、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）３ページ

「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―  社 (        ―        )、除外  ―  社 (        ―         )

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 78,270,142株 24年３月期 78,270,142株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 4,618,234株 24年３月期 4,618,030株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 73,652,036株 24年３月期１Ｑ 78,174,985株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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医療用医薬品市場は、本年４月に診療報酬と薬価の改定があり、平均6.0％の薬価引下げ（長期収載

品の追加引下げを含めると平均6.25％）が行われました。また、一般名処方の推進等で、ジェネリック

医薬品の使用が促進されるなど医療費抑制策も浸透されつつあります。一方、高齢化の進展、新薬やオ

ーファンドラッグなどの販売もあり、緩やかながら安定成長を続けています。 

このような状況のもと当社グループは、独自の顧客支援システムを競争優位として提案型の営業活動

やフィービジネスの拡大を展開すると共に、引き続き未妥結・仮納入、総価取引、薬価差問題等の是正

に向けた流通改善に取り組んでおります。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高277,545百万円（前年同期比4.5％増）、営業

利益2,893百万円(前年同期比65.9％増)、経常利益3,830百万円（前年同期比31.9％増）、四半期純利益

2,411百万円（前年同期比24.0％増）となりました。 

  

セグメントの業績の概略は以下のとおりです。 

医薬品卸売事業では、医薬品個々の価値に応じた合理的な販売価格の形成に努めるとともに、価格ロ

ックシステムの厳格な運用により適正利益の確保を図った結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

267,814百万円（前年同期比4.5％増）、セグメント利益（営業利益）は2,136百万円（前年同期比

211.8％増）となりました。 

調剤薬局事業では、既存子会社の順調な業容の拡大と経営の効率化、高付加価値化を進めていること

により、当第１四半期連結累計期間の売上高は19,489百万円（前年同期比7.6％増）となりました。一

方、新規出店費用や薬剤師の採用もあり、セグメント利益（営業利益）は772百万円（前年同期比

28.8％減）となりました。 

治験施設支援事業におきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は68百万円（前年同期比

36.4％増）、セグメント利益（営業利益）は19百万円となりました。 

情報機器販売事業におきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は212百万円（前年同期比

29.0％減）、セグメント損失（営業損失）は59百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、406,197百万円となりました。これは、現金及

び預金が2,962百万円、商品及び製品が3,257百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が2,437百万

円減少したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、136,364百万円となりました。これは、土地が

2,134百万円、建設仮勘定が2,073百万円それぞれ増加し、のれんが202百万円、ソフトウェアが118百万

円、投資有価証券が463百万円、長期貸付金が793百万円それぞれ減少したこと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.1％増加し、542,561百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、385,164百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が10,345百万円、賞与引当金が1,657百万円それぞれ増加し、短期借入金が3,888百万円、

未払法人税等が1,579百万円それぞれ減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、33,922百万円となりました。これは、長期借

入金が1,511百万円、負ののれんが229百万円、繰延税金負債が144百万円それぞれ減少したこと等によ

ります。 

   この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、419,087百万円となりました。 

   （純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％増加し、123,474百万円となりました。これは、利益

剰余金が2,036百万円増加し、その他有価証券評価差額金が156百万円減少したこと等によります。 

  

平成24年５月９日発表の平成25年３月期の第２四半期連結累計期間およ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。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ１百万円増加しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,244 46,207

受取手形及び売掛金 266,499 264,061

有価証券 1,087 512

商品及び製品 60,845 64,102

その他 31,618 32,049

貸倒引当金 △763 △736

流動資産合計 402,531 406,197

固定資産

有形固定資産 61,999 66,167

無形固定資産

のれん 14,658 14,455

その他 2,966 2,859

無形固定資産合計 17,624 17,315

投資その他の資産

その他 56,333 54,881

貸倒引当金 △2,047 △2,000

投資その他の資産合計 54,285 52,880

固定資産合計 133,908 136,364

資産合計 536,440 542,561
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 346,414 356,759

短期借入金 15,735 11,847

未払法人税等 3,745 2,165

賞与引当金 3,489 5,147

役員賞与引当金 91 27

返品調整引当金 291 307

その他 8,950 8,910

流動負債合計 378,718 385,164

固定負債

社債 30 30

長期借入金 13,537 12,025

退職給付引当金 1,985 2,042

資産除去債務 729 730

負ののれん 2,097 1,867

その他 17,748 17,225

固定負債合計 36,127 33,922

負債合計 414,845 419,087

純資産の部

株主資本

資本金 10,649 10,649

資本剰余金 46,144 46,144

利益剰余金 67,536 69,572

自己株式 △4,036 △4,037

株主資本合計 120,293 122,329

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,602 5,446

土地再評価差額金 △4,301 △4,301

その他の包括利益累計額合計 1,300 1,144

純資産合計 121,594 123,474

負債純資産合計 536,440 542,561
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 265,548 277,545

売上原価 243,179 253,238

売上総利益 22,368 24,306

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 10,016 10,431

賞与引当金繰入額 1,759 1,751

役員賞与引当金繰入額 24 24

退職給付引当金繰入額 85 80

福利厚生費 1,727 1,850

車両費 352 384

貸倒引当金繰入額 △19 △61

減価償却費 648 687

のれん償却額 576 602

賃借料 1,790 1,782

租税公課 281 292

その他 3,381 3,586

販売費及び一般管理費合計 20,624 21,413

営業利益 1,744 2,893

営業外収益

受取利息 30 28

受取配当金 581 534

受取手数料 678 663

負ののれん償却額 270 229

持分法による投資利益 － 12

雑益 453 326

営業外収益合計 2,015 1,796

営業外費用

支払利息 129 107

持分法による投資損失 9 －

仮払消費税の未控除損失 643 716

雑損失 72 35

営業外費用合計 854 859

経常利益 2,905 3,830
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(単位：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

特別利益

固定資産売却益 2 153

貸倒引当金戻入額 81 －

段階取得に係る差益 252 －

投資有価証券償還益 － 258

その他 106 31

特別利益合計 442 443

特別損失

固定資産処分損 25 28

投資有価証券評価損 31 37

災害による損失 60 －

その他 － 23

特別損失合計 116 89

税金等調整前四半期純利益 3,230 4,184

法人税、住民税及び事業税 1,111 2,524

法人税等調整額 174 △751

法人税等合計 1,285 1,772

少数株主損益調整前四半期純利益 1,944 2,411

四半期純利益 1,944 2,411
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,944 2,411

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 517 △154

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △1

その他の包括利益合計 520 △155

四半期包括利益 2,465 2,255

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,465 2,255

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 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 

  

 
（注）１．調整額は、内部取引の消去と未実現利益の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 

  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24年４月１日 至 平成24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 

  

 
（注）１．調整額は、内部取引の消去と未実現利益の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 

  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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 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 

 (百万円) 
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
（注２）

医薬品 
卸売事業 
(百万円)

調剤薬局
事業 

(百万円)

治験施設
支援事業 
 (百万円)

情報機器
販売事業 
(百万円)

計
 (百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

247,174 18,107 50 215 265,548 ─ 265,548

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

9,081 3 ─ 84 9,168 △9,168 ─

計 256,256 18,110 50 299 274,717 △9,168 265,548

セグメント利益又は損失（△） 685 1,085 △17 △26 1,726 17 1,744

報告セグメント
調整額 

 (百万円) 
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
（注２）

医薬品 
卸売事業 
(百万円)

調剤薬局
事業 

(百万円)

治験施設
支援事業 
 (百万円)

情報機器
販売事業 
(百万円)

計
 (百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

257,815 19,484 68 176 277,545 ─ 277,545

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

9,999 4 ― 36 10,040 △10,040 ─

計 267,814 19,489 68 212 287,585 △10,040 277,545

セグメント利益又は損失（△） 2,136 772 19 △59 2,869 24 2,893

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

東邦ホールディングス株式会社(8129) 平成25年３月期 第１四半期決算短信

- 9 -




