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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 20,279 ― 56 ― △75 ― △136 ―

20年3月期第1四半期 18,119 17.6 615 54.6 601 56.7 180 54.7

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

21年3月期第1四半期 △18.00 ―

20年3月期第1四半期 22.84 22.83

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 49,044 10,558 21.5 1,442.94
20年3月期 46,445 12,431 26.8 1,601.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,558百万円 20年3月期  12,431百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 42,886 ― 1,182 ― 1,088 ― 506 ― 65.22
通期 92,930 16.5 4,479 58.7 4,339 69.0 2,441 510.6 314.57

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１、平成20年４月30日発表の連結業績予想は修正しておりません。本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき 
作成しております。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる事項については、３ページ 【定性的情報・財 
務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指 
針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,012,000株 20年3月期  8,012,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  694,984株 20年3月期  249,254株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,607,974株 20年3月期第1四半期  7,911,795株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

 当第１四半期（平成20年4月～6月）における我が国の経済は、米国でのサブプライム問題に端を発した金融市場不安、

原油価格・素材価格の高騰などにより景気の減速感が増しております。医薬品・調剤業界におきましては、医療費抑

制を目的とした医療制度改革を背景として、平成20年4月からの薬価改定、調剤報酬改定が行われ、さらに厳しい経営

環境へと突入しております。またジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進を図るため、この4月より処方せん様

式が大幅に変更され、その影響は調剤薬局経営そのものに大きな影響を与えるものであり、いっそうの経営効率の向

上、戦略性が求められる状況であります。

　このような状況下、当社グループの当第１四半期連結業績は、売上高20,279百万円（前年同期比11.9％増）と増収

傾向を維持しています。利益面においては、今回の薬価改定、調剤報酬改定の影響を受けて、営業利益56百万円（同

90.8％減）、経常損失75百万円（前年同期は601百万円の経常利益）、四半期純損失136百万円（前年同期は180百万円

の四半期純利益）となりました。

（１）事業セグメント別の概況

①調剤薬局事業

　当第１四半期における当社グループ調剤薬局の出店状況といたしましては、宮城県1店、山形県1店、福島県1店、群

馬県1店、栃木県1店、東京都1店、神奈川県2店、愛知県1店、岐阜県1店の計10店舗が新規開局いたしました。期中、

千葉県1店を閉局いたしましたので、グループ総出店数は日本調剤241店舗、子会社12店舗の計253店舗となりました。

また本年4月からの処方せん様式の変更にあたり、当社営業店舗すべてにジェネリック医薬品を500品目備蓄するなど、

積極的に普及促進活動を行い、多くの患者さまが医療費個人負担の軽減というジェネリック医薬品の恩恵を受け始め

ております。

　当第１四半期の業績は、前連結会計年度開局店舗のフル寄与及び当期新規開局店舗の売上寄与等により、売上高

19,468百万円（対前年同期比10.1％増）となりましたが、薬価改定、調剤報酬改定のマイナス影響を受けて、営業利

益は624百万円（同41.1％減）となりました。

②医薬品製造販売事業

　当事業においては本年4月より処方せん様式の変更が行われ、調剤薬局の代替調剤により患者さまがジェネリック医

薬品を選択できるようになりました。同市場は急速に広がっており、積極的に普及活動に取り組む日本調剤向け需要

を中心として製品販売は好調に推移しております。その結果、当第１四半期の売上高は913百万円（対前年同期比

193.3％増)、営業損失207百万円（前年同期129百万円の営業損失）となりました。

③労働者派遣紹介事業

　同事業においては、インターネットを活用した効率的な事業展開と、全国8支店体制による薬剤師の確保及びエリア

ごとのきめ細やかな営業体制を強化しております。当第１四半期の業績は、売上高531百万円（対前年同期比21.7％増）、

営業利益130百万円（同38.3％増）と好調に推移しております。

④その他事業

　製薬メーカーMR（医薬品情報担当者）向け教育研修、CSO（医薬品販売業務受託）事業を行う子会社、㈱メディカル

リソースの当第１四半期の業績は、売上高は16百万円（前年同期実績は2百万円）、営業損失54百万円（前年同期は31

百万円の営業損失）となりました。なお、本年7月、同社は労働者派遣紹介事業の当社子会社、日本調剤ファルマス

タッフ㈱へ吸収合併され（存続会社名は㈱メディカルリソース）、メディカルスタッフ事業として引き続き事業を継

続してまいります。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は49,044百万円となり、前連結会計年度末に対して2,599百万円、5.6％増加いたし

ました。流動資産は20,630百万円となり、前連結会計年度末に対して1,139百万円、5.8％の増加となりました。主な

要因としては、4月からのジェネリック医薬品対応を中心した商品増加であります。

　固定資産は28,414百万円となり、前連結会計年度末に対して1,459百万円、5.4％の増加となりました。主な要因は、

医薬品製造販売事業における工場設備及び調剤薬局事業における新規開局店舗等の設備投資等であります。

　負債は38,486百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,472百万円、13.1%の増加となりました。主な要因は、調

剤薬局事業における短期借入金の新規借入及び仕入増加に伴う買掛金の増加であります。

　純資産は10,558百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,872百万円、15.1％の減少となりました。主な要因は、
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自己株式の取得による株主資本の減少であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ301百万円増加し、6,047百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　営業活動におけるキャッシュ・フローは834百万円の収入となりました。主な要因は仕入債務の増加額1,847百万円

等の収入、たな卸資産の増加額1,205百万円等の支出によるものです。　

　投資活動によるキャッシュ・フローは2,163百万円の支出となりました。主な要因は医薬品製造販売事業の工場設備

及び調剤薬局事業の新規出店展開への投資による有形固定資産の取得による支出1,906百万円であります。

　財務活動におけるキャッシュ・フローは1,630百万円の収入となりました。主な要因は短期借入金の純増加額3,000

百万円があり、他方、自己株式の取得による支出1,499百万円によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年4月～6月）は、薬価・調剤報酬改定等の経営環境変化がなかった前年同期に比較して、改

定に伴うマイナス影響を受けております。また当社調剤薬局においては、処方せん様式変更によるジェネリック医薬

品の普及浸透が想定以上に進んでおります。今後、当社収益に影響を与えるジェネリック医薬品の今後の普及・販売

動向等の不透明要素はありますが、現時点では平成20年4月30日に発表いたしました通期連結業績予想からの変更はご

ざいません。

 

４．その他

（１）期中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）

  該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①税金費用の計算

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

       　②たな卸資産の評価方法

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日)が適用されたことに伴い、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法)により算定しております。

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。

  また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,047,234 5,745,908

売掛金 8,115,128 8,368,362

商品 5,212,229 4,006,105

その他 1,265,359 1,379,259

貸倒引当金 △9,927 △9,485

流動資産合計 20,630,024 19,490,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,973,255 5,867,525

土地 7,970,806 7,805,078

その他 2,951,452 1,815,612

有形固定資産合計 16,895,514 15,488,216

無形固定資産   

のれん 2,374,452 2,333,875

その他 1,004,307 920,654

無形固定資産合計 3,378,759 3,254,530

投資その他の資産   

投資有価証券 1,033,200 1,169,850

敷金及び保証金 5,782,644 5,769,673

その他 1,331,307 1,279,358

貸倒引当金 △6,540 △6,540

投資その他の資産合計 8,140,612 8,212,342

固定資産合計 28,414,885 26,955,090

資産合計 49,044,910 46,445,241



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,263,438 13,416,165

短期借入金 3,000,000 －

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 3,546,119 3,732,518

未払法人税等 138,696 1,282,167

賞与引当金 467,059 836,998

役員賞与引当金 － 52,500

売上割戻引当金 129,693 91,553

その他 1,925,365 1,048,303

流動負債合計 24,630,371 20,620,207

固定負債   

社債 8,500,000 8,500,000

長期借入金 4,836,000 4,364,000

退職給付引当金 168,848 170,491

役員退職慰労引当金 346,879 355,450

その他 4,766 4,064

固定負債合計 13,856,494 13,394,006

負債合計 38,486,866 34,014,213

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,953,025 3,953,025

資本剰余金 4,754,265 4,754,265

利益剰余金 3,698,717 3,990,914

自己株式 △2,040,161 △540,429

株主資本合計 10,365,846 12,157,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 192,197 273,252

評価・換算差額等合計 192,197 273,252

純資産合計 10,558,043 12,431,027

負債純資産合計 49,044,910 46,445,241



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 20,279,199

売上原価 17,266,700

売上総利益 3,012,498

販売費及び一般管理費 2,955,887

営業利益 56,611

営業外収益  

受取賃貸料 25,329

その他 25,283

営業外収益合計 50,613

営業外費用  

支払利息 67,456

支払手数料 67,490

その他 47,747

営業外費用合計 182,694

経常損失（△） △75,469

特別損失  

固定資産売却損 496

固定資産除却損 184

特別損失合計 680

税金等調整前四半期純損失（△） △76,150

法人税等 60,791

四半期純損失（△） △136,942



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △76,150

減価償却費 292,341

受取利息及び受取配当金 △7,883

支払利息 67,456

有形固定資産売却損益（△は益） 496

固定資産除却損 184

売上債権の増減額（△は増加） 253,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,205,124

仕入債務の増減額（△は減少） 1,847,272

その他 898,906

小計 2,070,734

利息及び配当金の受取額 7,883

利息の支払額 △40,055

法人税等の支払額 △1,204,271

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,290

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,906,965

有形固定資産の売却による収入 7,346

無形固定資産の取得による支出 △157,615

営業譲受による支出 △33,000

長期前払費用の取得による支出 △17,450

敷金及び保証金の差入による支出 △82,207

敷金及び保証金の回収による収入 59,650

その他 △33,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,163,578

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,000,000

長期借入れによる収入 560,000

長期借入金の返済による支出 △274,399

自己株式の取得による支出 △1,499,731

配当金の支払額 △155,254

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,630,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,326

現金及び現金同等物の期首残高 5,745,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,047,234



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

調剤薬局
事業

（千円）

医薬品製造
販売
事業

（千円）

労働者派遣
紹介
事業

（千円）

その他
事業

 （千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
19,468,514 369,713 427,626 13,345 20,279,199 － 20,279,199

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 543,460 103,915 3,139 650,514 △650,514 －

計 19,468,514 913,173 531,541 16,484 20,929,714 △650,514 20,279,199

営業費用 18,844,112 1,120,554 400,632 70,886 20,436,184 △213,596 20,222,588

営業利益又は営業損失

（△）
624,402 △207,381 130,909 △54,401 493,529 △436,917 56,611

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店が無いため、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）において、海外売上高が無いため、

該当事項はありません。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年4月30日開催の取締役会決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を実施いたしました。この結果、当第１四半期においては、自己株式

が1,499百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末における自己株式は2,040百万円となっております。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

当第１四半期
（平成19年４月１日
～平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 18,119,806

Ⅱ　売上原価 15,229,059

売上総利益 2,890,746

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,275,218

給与手当 495,844

賃借料 275,288

消費税等 635,710

その他 868,374

営業利益 615,528

Ⅳ　営業外収益 55,655

受取手数料 4,630

受取賃貸料 27,095

その他 23,928

Ⅴ　営業外費用 69,726

支払利息 32,838

支払手数料 6,303

その他 30,584

経常利益 601,456

Ⅵ　特別利益 2,061

固定資産売却益 2,061

Ⅶ　特別損失 54,692

固定資産売却損 622

固定資産除却損 53,217

敷金保証金等解約損 852

税金等調整前四半期純利益 548,825

税金費用 368,132

四半期純利益 180,693

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 548,825

減価償却費 208,382

受取利息及び受取配当金 △4,262

支払利息 33,800

敷金保証金等解約損 852

固定資産除却損 53,217

固定資産売却益 △2,061

売上債権増減額 △199,347

たな卸資産増加額 △600,615

仕入債務増加額 1,541,629

その他 518,276

小計 2,098,697

利息及び配当金の受取額 4,262

利息の支払額 △30,662

法人税等の支払額 △608,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,463,764

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △799,183

有形固定資産の売却による収入 10,568

無形固定資産の取得による支出 △60,476

営業譲受による支出 △16,629

長期前払費用の増加による支出 △66,331

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△265,321

敷金保証金差入による支出 △280,045

敷金保証金回収による収入 56,426

その他 △962

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,421,956

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 700,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △547,345

株式の発行による収入 9,900

配当金の支払額 △158,172

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,382

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） 546,190

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,595,217

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 4,141,408

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

調剤薬局
事業

（千円）

医薬品製造
販売
事業

（千円）

労働者派遣
紹介
事業

（千円）

その他
事業

 （千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
17,675,946 81,391 360,207 2,260 18,119,806 － 18,119,806

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 229,922 76,594 － 306,517 △306,517 －

計 17,675,946 311,313 436,802 2,260 18,426,324 △306,517 18,119,806

営業費用 16,615,938 441,188 342,137 33,267 17,432,532 71,745 17,504,278

営業利益又は営業損失

（△）
1,060,008 △129,874 94,665 △31,007 993,791 △378,263 615,528

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店が無いため、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）において、海外売上高が無いため、該当事項はあ

りません。

－ 4 －
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