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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 73,714 5.9 241 82.8 486 31.6 356 58.7

2022年3月期第1四半期 69,632 6.2 132 △84.7 369 △66.5 224 △71.0

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　684百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△106百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 25.86 ―

2022年3月期第1四半期 16.29 ―

(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 ％

2023年3月期第1四半期 116,033 22,487 19.3

2022年3月期 113,954 22,092 19.3

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 22,352百万円 2022年3月期 21,947百万円

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

2022年3月期 ― ― ― 21.00 21.00

2023年3月期 ―

（注）2023年3月期の配当予想につきましては、この四半期決算短信の発表時点において、未定としております。

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

2023年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を、この四半期決算短信の発表時点において算定する事が困
難である為、未定としております。



※ 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（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

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

(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） 2023年3月期1Q 14,072,100 株 2022年3月期 14,072,100 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 280,575 株 2022年3月期 280,575 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 13,791,525 株 2022年3月期1Q 13,791,575 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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予想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。

業績予想等の前提となる条件及び業績予想等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)Ｐ２「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

（当期の経営成績） 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの影響が長期化しており、依

然として景気の先行きは予断を許さない状況にあります。 

このような長引くコロナ禍にあって、当社グループはお得意先様や従業員の健康に配慮したうえで、

感染予防対策に万全を期し、消費者の多種多様なニーズを発掘し、「医薬品スタンディングの美と健康と

快適な生活にウイングを持つ需要創造型の新しい中間流通業」の実現を目指し、当社グループの社会的

使命である医薬品等生活必需品の供給に努めてまいりました。 

当社グループの属するヘルスケア業界におきましては、感染症予防対策としてのマスクや消毒液等の

衛生関連用品は、前年度の反動により需要減となりました。反面、解熱鎮痛剤や健康食品・化粧品等の

商材が寄与した一方、インバウンド需要の激減、人口減少による需要の減退、大手ドラッグストアのM&A

等の生き残りをかけた再編、人件費・物流コストの上昇・販売競争の激化等、当社グループを取巻く経

営環境は厳しさを増しております。 

このような状況のもと、中長期的な将来展望を踏まえ、未来に向けてチャレンジし続ける企業文化を

構築するとともに、健康寿命延伸産業の中核流通となるべく、企業価値向上に取組んでまいりました。 

そのため、考え方を共有する小売店とパートナーシップを組み、医薬品・健康食品・化粧品・衛生医

療用品、更には日用雑貨品に至るまで消費者が満足して購入し使って頂けるカテゴリー提案を積極的に

行うとともに、店頭での販売力を強化する為の「インストアマーチャンダイジング」の展開など中長期

的な企業価値向上や持続的な成長を目指し、市場シェアを拡大するべく事業を積極的に展開いたしまし

た。 

また、専売品の売上構成を高めるとともに、利益構造の改革を図り適正利益の確保に努めてまいりま

した。 

さらに物流部門の生産性向上による経費抑制効果や効率改善に向けた DX(デジタルトランスフォーメー

ション)を進め業務改革に取組んでおります。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は 73,714 百万円（対前年同期比 5.9％増）、連

結経常利益は 486 百万円（対前年同期比 31.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 356 百万円

（対前年同期比58.7％増）と増収増益となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が 3,105

百万円増加した事等により、結果として 2,079 百万円増加の 116,033 百万円となりました。また、負債

は、仕入債務が 2,024 百万円増加した事等により、1,684 百万円増加の 93,546 百万円となり、純資産は、

その他有価証券評価差額金が 333 百万円増加した事等により 394 百万円増加の 22,487 百万円となりまし

た。 

 

（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績見込につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を現時点において算定す 

る事が困難である為、未定としております。 
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,774 2,531

受取手形及び売掛金 62,051 65,156

棚卸資産 22,192 21,364

その他 10,668 10,216

貸倒引当金 △10 △13

流動資産合計 97,675 99,254

固定資産

有形固定資産 5,852 5,830

無形固定資産 114 117

投資その他の資産

投資有価証券 7,132 7,604

その他 3,210 3,257

貸倒引当金 △31 △30

投資その他の資産合計 10,311 10,830

固定資産合計 16,279 16,778

資産合計 113,954 116,033

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 51,979 52,127

電子記録債務 20,894 22,770

短期借入金 7,180 6,841

引当金 290 449

その他 9,271 9,018

流動負債合計 89,615 91,207

固定負債

長期借入金 300 270

引当金 214 219

退職給付に係る負債 932 942

その他 799 906

固定負債合計 2,246 2,338

負債合計 91,861 93,546

純資産の部

株主資本

資本金 2,486 2,486

資本剰余金 1,432 1,432

利益剰余金 14,747 14,815

自己株式 △255 △255

株主資本合計 18,411 18,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,621 3,954

退職給付に係る調整累計額 △85 △80

その他の包括利益累計額合計 3,536 3,874

非支配株主持分 145 135

純資産合計 22,092 22,487

負債純資産合計 113,954 116,033

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 69,632 73,714

売上原価 66,329 70,069

売上総利益 3,303 3,644

販売費及び一般管理費 3,170 3,403

営業利益 132 241

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 41 27

仕入割引 68 62

情報手数料 98 106

その他 56 62

営業外収益合計 268 262

営業外費用

支払利息 10 8

売上債権売却損 7 7

支払手数料 12 －

その他 0 1

営業外費用合計 31 17

経常利益 369 486

特別利益

投資有価証券売却益 － 24

特別利益合計 － 24

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 369 510

法人税、住民税及び事業税 109 205

法人税等調整額 48 △41

法人税等合計 158 164

四半期純利益 210 346

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △13 △10

親会社株主に帰属する四半期純利益 224 356

（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）
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純利益 210 346

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △322 333

退職給付に係る調整額 5 4

その他の包括利益合計 △317 337

四半期包括利益 △106 684

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △92 694

非支配株主に係る四半期包括利益 △13 △10

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） 

   該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） 

   該当事項はありません。 
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