
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本調剤株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3341 URL http://www.nicho.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 三津原 博

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 伊藤 善博 TEL 03-6810-0800

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月5日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 41,204 ― 687 ― 488 ― 107 ―

20年3月期第2四半期 37,388 19.2 1,199 20.2 1,106 20.6 295 1.4

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2四半期 14.34 ―

20年3月期第2四半期 37.29 37.29

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2四半期 50,532 10,634 21.0 1,453.43
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2四半期  10,634百万円 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 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 83,652 4.8 2,103 △25.5 1,785 △30.5 500 25.0 67.01

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、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2四半期  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2四半期  694,996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2四半期  7,461,691株 20年3月期第2四半期  7,914,727株

- 1 -







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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,658,358 5,745,908

売掛金 8,530,966 8,368,362

商品及び製品 5,423,949 4,006,105

その他 1,348,239 1,379,259

貸倒引当金 △10,608 △9,485

流動資産合計 20,950,904 19,490,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,986,867 5,867,525

土地 8,132,179 7,805,078

その他 3,951,443 1,815,612

有形固定資産合計 18,070,491 15,488,216

無形固定資産   

のれん 2,377,795 2,333,875

その他 1,091,479 920,654

無形固定資産合計 3,469,275 3,254,530

投資その他の資産   

投資有価証券 742,210 1,169,850

敷金及び保証金 5,928,195 5,769,673

その他 1,378,397 1,279,358

貸倒引当金 △6,540 △6,540

投資その他の資産合計 8,042,262 8,212,342

固定資産合計 29,582,029 26,955,090

資産合計 50,532,933 46,445,241
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 14,236,581 13,416,165

短期借入金 2,000,000 －

1年内償還予定の社債 － 160,000

1年内返済予定の長期借入金 1,449,110 3,732,518

未払法人税等 488,535 1,282,167

賞与引当金 949,407 836,998

役員賞与引当金 － 52,500

売上割戻引当金 138,305 91,553

その他 1,033,148 1,048,303

流動負債合計 20,295,089 20,620,207

固定負債   

社債 8,500,000 8,500,000

長期借入金 10,572,689 4,364,000

退職給付引当金 166,260 170,491

役員退職慰労引当金 359,387 355,450

その他 4,748 4,064

固定負債合計 19,603,086 13,394,006

負債合計 39,898,175 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 3,942,697 3,990,914

自己株式 △2,040,161 △540,429

株主資本合計 10,609,826 12,157,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,931 273,252

評価・換算差額等合計 24,931 273,252

純資産合計 10,634,758 12,431,027

負債純資産合計 50,532,933 46,445,241
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 41,204,129

売上原価 34,710,426

売上総利益 6,493,703

販売費及び一般管理費 5,806,463

営業利益 687,239

営業外収益  

受取賃貸料 51,183

その他 41,611

営業外収益合計 92,795

営業外費用  

支払利息 149,025

支払手数料 91,775

その他 50,428

営業外費用合計 291,228

経常利益 488,806

特別利益  

保険差益 18,623

特別利益合計 18,623

特別損失  

固定資産売却損 496

固定資産除却損 2,378

賃貸借契約解約損 1,017

投資有価証券評価損 9,000

特別損失合計 12,892

税金等調整前四半期純利益 494,538

法人税等 387,500

四半期純利益 107,037
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 494,538

減価償却費 616,088

受取利息及び受取配当金 △10,563

支払利息 149,025

有形固定資産売却損益（△は益） 496

投資有価証券評価損益（△は益） 9,000

賃貸借契約解約損 1,017

固定資産除却損 2,378

売上債権の増減額（△は増加） △162,603

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,387,104

仕入債務の増減額（△は減少） 820,415

その他 460,146

小計 992,834

利息及び配当金の受取額 10,563

利息の支払額 △143,889

法人税等の支払額 △1,134,705

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,197

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 △3,305,036

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 △271,115

営業譲受による支出 △129,799

長期前払費用の取得による支出 △18,692

敷金及び保証金の差入による支出 △303,332

敷金及び保証金の回収による収入 98,672

その他 △689

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,922,648

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） 2,000,000

長期借入れによる収入 6,410,000

長期借入金の返済による支出 △2,484,718

社債の償還による支出 △160,000

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 4,110,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,550

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 5,658,358
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