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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） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益に関しましては、潜在株主が存在しないため、記載しておりません。  

(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 11,009 51.8 90 53.1 81 57.8 47 400.6
20年3月期第1四半期 7,255 34.6 58 △46.4 51 △29.9 9 △41.8

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 760.64 ―

20年3月期第1四半期 315.99 ―

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 20,046 8,566 42.7 138,457.82
20年3月期 20,705 8,581 41.5 138,698.98

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,566百万円 20年3月期  8,581百万円

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 ― 750.00 ― 1,000.00 1,750.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

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 20,999 43.2 388 292.0 372 432.2 81 ― 1,313.94
通期 45,120 18.7 1,479 14.2 1,465 14.6 589 7.7 9,526.88

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） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  62,592株 20年3月期  62,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  720株 20年3月期  720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  62,592株 20年3月期第1四半期  30,474株







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 2,480,790 2,940,574

売掛金 5,853,337 6,519,877

たな卸資産   

商品 1,333,962 1,072,480

貯蔵品 58,537 48,525

仕掛品 35,311 30,008

繰延税金資産 353,858 353,858

その他 254,104 231,345

貸倒引当金 △14,665 △19,342

流動資産 10,355,235 11,177,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,636,642 1,581,717

車両運搬具及び工具器具備品 409,653 375,825

土地 536,937 502,648

建設仮勘定 59,132 48,358

有形固定資産 2,642,365 2,508,549

無形固定資産   

のれん 4,904,225 4,917,988

ソフトウエア 453,681 453,253

その他 56,348 42,206

無形固定資産合計 5,414,255 5,413,448

投資その他の資産   

投資有価証券 113,883 120,981

長期貸付金 21,084 21,648

敷金及び保証金 1,228,531 1,195,056

繰延税金資産 76,590 76,514

その他 202,667 200,713

貸倒引当金 △8,415 △8,416

投資その他の資産合計 1,634,341 1,606,497

固定資産 9,690,961 9,528,496

資産合計 20,046,197 20,705,824



（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 7,549,519 7,061,107

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 726,218 897,902

1年内償還予定の社債 220,000 240,000

未払法人税等 44,657 377,073

賞与引当金 361,779 602,511

その他 758,839 675,934

流動負債 9,661,014 10,054,528

固定負債   

社債 15,000 35,000

長期借入金 1,561,561 1,769,258

退職給付引当金 67,369 75,725

その他 174,589 189,729

固定負債 1,818,520 2,069,712

負債合計 11,479,534 12,124,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,600 814,600

資本剰余金 6,767,005 6,767,005

利益剰余金 1,000,945 1,015,755

自己株式 △18,360 △18,360

株主資本合計 8,564,190 8,579,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,471 2,582

評価・換算差額等 2,471 2,582

純資産合計 8,566,662 8,581,583

負債純資産合計 20,046,197 20,705,824



（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 11,009,930

売上原価 9,977,643

売上総利益 1,032,286

販売費及び一般管理費 942,277

営業利益 90,009

営業外収益  

受取利息及び配当金 520

受取家賃 1,724

受取手数料 8,633

その他 1,960

営業外収益合計 12,838

営業外費用  

支払利息 12,826

持分法による投資損失 6,911

その他 1,481

営業外費用合計 21,219

経常利益 81,629

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,338

特別利益合計 4,338

特別損失  

固定資産除却損 1,967

店舗閉鎖損失 3,095

特別損失合計 5,062

税金等調整前四半期純利益 80,905

法人税等 33,843

四半期純利益 47,062



（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利益 80,905

減価償却費 117,960

のれん償却額 85,762

持分法による投資損益（△は益） 6,911

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,356

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,731

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,677

固定資産除却損 1,967

受取利息及び受取配当金 △520

支払利息 13,198

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,999

売上債権の増減額（△は増加） 666,540

仕入債務の増減額（△は減少） 488,412

その他 31,541

小計 969,914

利息及び配当金の受取額 520

利息の支払額 △15,235

法人税等の支払額 △327,726

営業活動によるキャッシュ・フロー 627,472

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △78,756

定期預金の払戻による収入 66,103

有形固定資産の取得による支出 △217,654

営業譲受による支出 △93,525

無形固定資産の取得による支出 △39,866

貸付金の回収による収入 563

敷金及び保証金の差入による支出 △47,610

敷金及び保証金の回収による収入 3,745

その他 △11,655

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,656

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） △200,000

長期借入金の返済による支出 △379,381

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △61,872

財務活動によるキャッシュ・フロー △681,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △472,437

現金及び現金同等物の期首残高 2,460,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,988,427



　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。

（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）

 
 

保険薬局事業
（千円）

医療・医薬情
報資材制作関

連事業
（千円）

医薬品治験関連
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
10,543,768 362,374 103,787 11,009,930 － 11,009,930

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 11,530 － 11,530 △11,530 －

計 10,543,768 373,905 103,787 11,021,461 △11,530 11,009,930

営業費用 10,353,518 376,098 72,867 10,802,484 117,435 10,919,920

営業利益 190,249 △2,193 30,920 218,976 △128,966 90,009

（注）１.事業区分の方法

　　　　 市場及び販売方法等の類似性に基づいて、３つのセグメントに区分しております。

　　　２.各事業区分の主要な内容

　　　　 ①保険薬局事業：健康保険法に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を経営

する事業であります。

　　　　 ②医療・医薬情報資材制作関連事業：製薬会社が医療機関や薬局・薬店あるいは医薬品卸会社等に医

薬品の販売促進や適正使用普及を展開するために活用する各種媒体を用いた医薬情報資材制作の企

画・編集・制作の受託業務の事業であります。

　　　　 ③医薬品治験関連事業：新薬の開発過程において有効性・安全性等を適切に見極めるための臨床試験

を実施する医療機関を支援する事業であります。

３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた 配賦不能営業費用（128,966千円）の主なものは、当

社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。

４.上記の金額には消費税等を含めておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　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

　該当事項はありません。



「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

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  7,255,528

Ⅱ　売上原価  6,475,819

売上総利益  779,708

Ⅲ　販売費及び一般管理費  720,904

営業利益  58,804

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息・配当金 453  

２．家賃収入 1,926  

３．受取手数料 2,886  

４．デリバティブ利益 628  

５．その他 4,098 9,994

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 16,390  

２．その他 677 17,067

経常利益  51,731

Ⅵ　特別利益   

１．貸倒引当金戻入益 444  

２．その他 687 1,132

Ⅶ　特別損失   

１．固定資産除却損 5,448 5,448

税金等調整前四半期純利
益

 47,414

法人税、住民税及び事業
税

22,911  

法人税等調整額 15,101 38,012

四半期純利益  9,401

   



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 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 47,414

減価償却費 76,812

のれん償却額 26,254

退職給付引当金の減少額 △22,601

賞与引当金の減少額 △133,350

貸倒引当金の減少額 △954

受取利息及び受取配当金 △453

支払利息 17,057

デリバティブ利益 △628

固定資産除売却損益 5,448

たな卸資産の増加額 △105,249

売上債権の減少額 406,333

仕入債務の増加額 133,749

その他 △73,972

小計 375,858

利息及び配当金の受取額 453

利息の支払額 △14,734

法人税等の支払額 △209,629

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,947



 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △39,532

定期預金の払戻による収入 92,014

有形固定資産の取得による支出 △166,343

無形固定資産の取得による支出 △142,276

貸付金の回収による収入 2,265

敷金・保証金の差入による支出 △48,552

敷金・保証金の返済による収入 35,333

その他 △16,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △284,054

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 350,000

社債の償還による支出 △40,000

長期借入金の返済による支出 △375,372

割賦未払金の返済による支出 3,312

配当金の支払額 △20,154

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,213



 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △214,320

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,779,853

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,565,533

  



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第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）

 
 

保険薬局事業
（千円）

医療・医薬情
報資材制作関

連事業
（千円）

医薬品治験関連
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
6,923,310 273,240 58,977 7,255,528 － 7,255,528

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 7,121 － 7,121 △7,121 －

計 6,923,310 280,361 58,977 7,262,649 △7,121 7,255,528

営業費用 6,714,188 319,791 54,659 7,088,639 108,084 7,196,723

営業利益 209,121 △39,430 4,317 174,009 △115,205 58,804

（注）１.事業区分の方法

　　　　 市場及び販売方法等の類似性に基づいて、３つのセグメントに区分しております。

　　　２.各事業区分の主要な内容

　　　　 ①保険薬局事業：健康保険法に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を経営

する事業であります。

　　　　 ②医療・医薬情報資材制作関連事業：製薬会社が医療機関や薬局・薬店あるいは医薬品卸会社等に医

薬品の販売促進や適正使用普及を展開するために活用する各種媒体を用いた医薬情報資材制作の企

画・編集・制作の受託業務の事業であります。

　　　　 ③医薬品治験関連事業：新薬の開発過程において有効性・安全性等を適切に見極めるための臨床試験

を実施する医療機関を支援する事業であります。

３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた 配賦不能営業費用は115,205千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第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）

　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（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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