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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

(注)１ 当社は、平成20年５月期より第１四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年５月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  
   ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が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5月期第1四半期 4,749 ― 56 ― 31 ― 12 ―

20年5月期第1四半期 4,119 ― 95 ― 71 ― 31 ―

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5月期第1四半期 1,697.66 ―

20年5月期第1四半期 4,394.59 ―

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5月期第1四半期 9,654 1,518 15.5 209,351.80
20年5月期 9,323 1,547 16.4 213,448.84

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  1,497百万円 20年5月期  1,527百万円

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5月期 ― 0.00 ― 6,000.00 6,000.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 6,000.00 6,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 9,591 7.7 179 △24.3 123 △27.9 50 1.6 7,098.95
通期 20,115 8.3 523 6.0 411 19.1 157 63.1 22,006.15

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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  
・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。  
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、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ください。  

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5月期第1四半期  7,155株 20年5月期  7,155株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  ―株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  7,155株 20年5月期第1四半期  7,155株
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当四半期連結会計期間の我が国におきましては、米国発のサブプライムローン問題の波及により全世界の金融環境

の悪化が深刻化したことに加え、原油価格・素材価格の高騰に伴う物価上昇、突然の首相辞任による不安定な政局、

遅々として進まない社会保険問題等、景気の減速感のみならず、社会的心理的な不安感も増加しつつあります。 

そのような中で、当社グループが属する調剤薬局業界におきましても、少子高齢化の進展により増大が見込まれる

国民医療費の抑制を目的とする医療制度改革の影響を大きく受け、厳しい事業環境が続いております。主なものとし

まして①平成20年４月より実施された薬価ベース5.2％の引き下げと調剤報酬体系の改定、②後発医薬品（ジェネリッ

ク医薬品）の普及促進を図るための処方箋様式の大幅変更等、があげられます。 

当社グループは、このような外部環境の変化にも柔軟に対応し、「地域のかかりつけ薬局」として全国展開しつ

つ、質の高い調剤サービスを維持するとともに、中長期視点から経営効率の向上と内部統制の強化に取り組んでおり

ます。 

当社グループの当四半期連結会計期間における業績は、売上高4,749百万円（参考：前年同期比15.3％増）、経常

利益31百万円（同56.1％減）、四半期純利益12百万円（同61.4％減）であります。当四半期連結会計期間は、薬価改

定の実施年において価格改定前後の医薬品在庫が循環する際に、一過的に発生する定例的な現象の影響を大きく受け

ております。当社グループは、薬価改定時における過年度の実績から判断して、当初よりこれらの外部要因は第２四

半期連結会計年度以降において吸収できると想定しており、現状までほぼ計画通りに推移しております。事業の種類

別セグメントの業績は次の通りであります。 

（調剤薬局事業） 

当四半期連結会計期間における当社グループの出店状況は、滋賀県１店（同県内１店舗目）、愛知県１店（同県内

14店舗目）、新潟県１店（同県内12店舗目）と計３店舗の新規開局を行い、当社グループが運営する調剤薬局店舗数

は合計124店舗（純増３店舗）となりました。 

また、平成20年４月に実施された薬価改定や調剤報酬体系の改定が利益面に大きな影響を与える中で、当社グルー

プは当四半期連結会計期間における主な重点施策項目として、在宅・施設調剤の強化とジュネリック医薬品の取り扱

い拡充等を設定し、鋭意取り組んでまいりました。 

これらの結果、当四半期連結会計期間における業績は、売上高4,666百万円、営業利益59百万円となりました。 

（その他事業） 

その他事業の内容は、当社が運営する処方データビジネス事業と完全子会社である株式会社ふじい薬局が運営する

調剤薬局以外の店舗における化粧品等の小売販売及び衛生材料等の卸販売であります。その他事業における当四半期

連結会計期間の業績は、売上高83百万円、営業損失２百万円となりました。なお、前連結会計年度までセグメント区

分掲記しておりました「処方データビジネス事業」は、重要性基準から判断して「その他事業」に含めることとして

おります。 

  

（資産） 

当四半期連結会計期間末における資産の残高は9,654百万円となり、前連結会計年度末残高9,323百万円に対し、

330百万円増加しました。この主な要因は、新規店舗の開局、営業譲受による店舗の増加に伴い、有形固定資産の残高

が3,074百万円となり、前連結会計年度末残高2,692百万円に対し381百万円増加し、また前連結会計年度に引き続き、

在庫の徹底的な効率化を推進したことにより、たな卸資産の残高が827百万円となり、前連結会計年度末残高929百万

円に対し102百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

当四半期連結会計期間末における負債の残高は8,136百万円となり、前連結会計年度末残高7,776百万円に対し360

百万円増加しました。この主な要因は、買掛金の残高が3,222百万円となり、前連結会計年度末残高2,888百万円に対

し333百万円増加したこと、また短期借入金、長期借入金をはじめとする有利子負債の残高が4,390百万円となり、前

連結会計年度末残高4,275百万円に対し、115百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,518百万円となり、前連結会計年度末残高1,547百万円に対し29

百万円減少しました。この主な要因は、利益剰余金の残高が374百万円となり、前連結会計年度末残高405百万円に対

し30百万円減少したことによるものであります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当四半期連結会計期間の業績におきましては、平成20年４月に実施された薬価引き下げや調剤報酬体系の改定の影

響が大きく残っております。しかし、これらは当初の想定内であり、現状までほぼ計画通りに推移しております。ま

た、これらの外部要因を吸収して単月毎の利益水準は改善傾向にあり、現時点では平成20年７月15日に発表いたしま

した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想（売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益）に変更はありませ

ん。 

なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成検証したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なることがあります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

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 

当連結会計年度の税引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、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１

四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

に変更しております。 

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会

計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改

正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が固定資産に21,255千円計上されていますが、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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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８月31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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,748,425 1,673,807 

売掛金 1,032,019 1,010,057 

商品 790,369 892,566 

未収入金 884,386 877,509 

その他 186,150 193,662 

貸倒引当金 △6,540 △7,097 

流動資産合計 4,634,810 4,640,506 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,500,950 1,395,659 

土地 1,210,669 1,140,258 

その他（純額） 362,715 156,863 

有形固定資産合計 3,074,335 2,692,780 

無形固定資産 

のれん 494,289 518,974 

ソフトウエア 399,826 417,368 

その他 25,173 25,271 

無形固定資産合計 919,289 961,614 

投資その他の資産 

差入保証金 633,108 645,843 

その他 397,255 406,467 

貸倒引当金 △7,583 △27,454 

投資その他の資産合計 1,022,781 1,024,856 

固定資産合計 5,016,406 4,679,251 

繰延資産 

株式交付費 3,160 3,717 

繰延資産合計 3,160 3,717 

資産合計 9,654,377 9,323,475 

(単位：千円) 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 3,222,507 2,888,586 

短期借入金 600,000 700,000 

1年内償還予定の社債 70,000 70,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,490,057 1,321,160 

未払法人税等 35,072 79,839 

賞与引当金 87,070 － 

その他 278,926 412,473 

流動負債合計 5,783,635 5,472,059 

固定負債 

長期借入金 2,200,753 2,175,052 

退職給付引当金 131,605 126,311 

その他 20,305 2,701 

固定負債合計 2,352,664 2,304,064 

負債合計 8,136,299 7,776,124 

純資産の部 
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株主資本 

資本金 580,075 580,075 

資本剰余金 527,376 527,376 

利益剰余金 374,942 405,725 

株主資本合計 1,482,393 1,513,176 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15,518 14,049 

評価・換算差額等合計 15,518 14,049 

少数株主持分 20,166 20,124 

純資産合計 1,518,078 1,547,351 

負債純資産合計 9,654,377 9,323,475 
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(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６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 4,749,080 

売上原価 4,224,484 

売上総利益 524,595 

販売費及び一般管理費 467,790 

営業利益 56,804 

営業外収益 

受取利息 2,152 

受取配当金 222 

受取賃貸料 1,341 

その他 1,521 

営業外収益合計 5,237 

営業外費用 

支払利息 21,082 

その他 9,670 

営業外費用合計 30,753 

経常利益 31,288 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 21,155 

特別利益合計 21,155 

税金等調整前四半期純利益 52,443 

法人税等 39,905 

少数株主利益 391 

四半期純利益 12,146 
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(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６月１日 
至 平成20年８月31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 52,443 

減価償却費 64,058 

のれん償却額 26,191 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,428 

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,070 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,294 

受取利息及び受取配当金 △2,374 

支払利息 21,082 

売上債権の増減額（△は増加） △9,825 

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,191 

仕入債務の増減額（△は減少） 333,921 

その他 △124,278 

小計 535,346 

利息及び配当金の受取額 1,478 

利息の支払額 △19,859 

法人税等の支払額 △81,067 

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,897 

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 △1,550 

定期預金の払戻による収入 10,500 

有形固定資産の取得による支出 △391,407 

無形固定資産の取得による支出 △7,670 

投資有価証券の取得による支出 △8,000 

差入保証金の差入による支出 △1,814 

差入保証金の回収による収入 6,982 

営業譲受による支出 △9,633 

その他 △6,346 

投資活動によるキャッシュ・フロー △408,938 

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） △100,000 

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 △305,402 

リース債務の返済による支出 △3,659 

配当金の支払額 △42,930 

少数株主への配当金の支払額 △350 

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,658 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,618 

現金及び現金同等物の期首残高 1,443,062 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,517,680 
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

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20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は市場の類似性に基づき区分しております。 

２ 調剤薬局事業……調剤薬局の経営 

その他事業………化粧品等の小売販売、衛生材料等の卸販売、処方データの販売及び分析レポート作成のた

めのコンサルティング 

３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「処方データビジネス事業」は、重要性がなくなったため、

当第１四半期連結会計期間より「その他の事業」に含めることといたしました。 

なお、当第１四半期連結会計期間における処方データビジネス事業の売上高は13,000千円、営業利益は

1,168千円であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日)において本国以外の国又

は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日)において海外売上高はあ

りません。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

調剤薬局事業
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

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

4,666,000 83,079 4,749,080 ― 4,749,080

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,666,000 83,079 4,749,080 ― 4,749,080

  営業利益 
  (又は営業損失(△))

59,064 △2,259 56,804 ― 56,804

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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「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 

 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年６月１日
 至 平成19年８月31日)科   目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 4,119,156

Ⅱ 売上原価 3,622,153

売上総利益 497,002

Ⅲ 販売費及び一般管理費 401,893

営業利益 95,108

Ⅳ 営業外収益 6,263

Ⅴ 営業外費用 30,082

経常利益 71,290

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 259

税金等調整前四半期純利益 71,031

税金費用 38,701

少数株主利益 886

四半期純利益 31,443
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(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６月１日
 至 平成19年８月31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 71,031

 減価償却費 58,008

 のれん償却額 17,198

 貸倒引当金の増減額(減少：△) △1,206

 退職給付引当金の増減額(減少：△) 2,731

 受取利息及び受取配当金 △2,174

 支払利息 18,825

 固定資産除却損 67

 固定資産売却損 192

 売上債権の増減額(増加：△) △102,909

 たな卸資産の増減額(増加：△) △116,804

 仕入債務の増減額(減少：△) 79,580

 その他 △79,374

小計 △54,834

 利息及び配当金の受取額 1,255

 利息の支払額 △14,648

 法人税等の支払額 △163,890

営業活動によるキャッシュ・フロー △232,117

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 △750

 有形固定資産の取得による支出 △346,474

 有形固定資産の売却による収入 148

 無形固定資産の取得による支出 △239,087

 保証金の差入による支出 △46,618

 保証金の返還による収入 5,110

 貸付金の回収による収入 600

 営業譲受による支出 △110,109

 その他の投資による支出 △244,979

 その他 △4,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △986,617

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(減少：△) 433,200

 長期借入による収入 900,000

 長期借入金の返済による支出 △239,817

 リース債務の返済による支出 △6,062

 配当金の支払額 △42,930

 少数株主への配当金の支払額 △350

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,044,040

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △174,695

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,695,138

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期期末残高 1,520,443
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