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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 47,953 ― 1,199 ― 1,273 ― 694 ―

20年3月期第3四半期 47,249 10.7 1,732 147.6 1,731 129.4 1,072 188.8

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3四半期 91.07 91.06
20年3月期第3四半期 160.20 157.89

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3四半期 28,453 14,622 51.3 1,925.34
20年3月期 29,541 14,737 49.6 1,925.46

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,586百万円 20年3月期  14,658百万円

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 ― 30.00 50.00
21年3月期 ― 25.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 50.00

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 70,366 9.1 3,292 9.2 3,260 8.7 1,787 4.1 235.88

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、５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、５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 
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。通期の業績の予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりません。なお、業績予想の前
提となる事項については、４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。なお、第１四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第
50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．（事業区分の方法の変更）当第１四半期より、従来「その他の事業」の区分に属していたコンサルティング事業（ＤｔｏＤを含む）は、全セグメントに占める割合が高くなっ
たことから、新たに「コンサルティング関連事業」として分離独立いたしました。なお、前年同期比較にあたっては、前年同期分を変更後の区分に読み替えて行っておりま
す。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  7,670,078株 20年3月期  7,624,678株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  94,051株 20年3月期  11,901株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  7,622,700株 20年3月期第3四半期  6,693,578株



当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月30日まで）の経営成績は、薬局関連事

業における売上が増加し、売上高は47,953百万円（前年同期比1.5％増）となりました。利益面で

は、レンタル関連事業やリース・割賦関連事業での収益改善が続きましたが、薬局関連事業において

調剤報酬改定の影響や事業拡大に向けた薬剤師の先行採用などから、営業利益は1,199百万円（前年

同期比30.8％減）、経常利益は1,273百万円（同26.4％減）、四半期純利益は694百万円（同35.3％

減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績の概要は以下のとおりであります。 

① コンサルティング関連事業 

 コンサルティングについては、診療報酬改定や医療制度改革への対応から、経営相談・診断、経営

改善などのコンサル案件は前年同期の２倍に増えております。ＤtoＤ（医業継承・医療連携・医師転

職支援システム）については、引き続き転職・開業希望の勤務医の登録数増加を図り、当第３四半期

末の勤務医の登録数は12,513人（前期末比2,729人増）となりました。ＤtoＤの支援件数は、医師の

転職支援が非常勤やスポットの支援件数が増えて869件（前年同期比382件増）となり、開業支援が47

件（同18件減）となりました。 

 売上高は、経営診断や経営改善などに係るコンサルティング収入は増加しましたが、医師の転職支

援では紹介フィーの低い非常勤やスポットの支援件数が増加したことで紹介手数料が減少し、941百

万円（前年同期比6.8％減）となり、営業利益は127百万円（同42.3％減）となりました。 

② 薬局関連事業 

 当第３四半期累計期間中に調剤薬局を７店出店（福島県１店、愛知県1店、三重県１店、大阪府１

店、福岡県３店）、３店閉鎖し、当第３四半期末の調剤薬局直営店は257店となりました。 

 売上高は、新規出店による増収効果などにより33,530百万円（前年同期比3.4％増）となりまし

た。一方利益面では、本年４月の調剤報酬と薬価基準改定の影響や、薬学部６年制への移行で平成22

年度と23年度に卒業生が激減するため、４月に薬学部卒業者を先行して採用したことなどから、営業

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 

    
 20年３月期 

第３四半期累計 
利益率 

21年３月期 

第３四半期累計 
利益率 増減額 増減率 

    百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売上高  47,249    47,953    704  1.5 

  

  

  

  

  

コンサルティング関連事業  1,009    941    △68  △6.8 

薬局関連事業  32,441    33,530    1,088  3.4 

レンタル関連事業  4,913    4,812    △101  △2.1 

リース・割賦関連事業  7,346    7,561    215  2.9 

その他の事業  1,539    1,108    △430  △28.0 

営業利益  1,732  3.7  1,199  2.5  △532  △30.8 

  

  

  

  

  

  

コンサルティング関連事業  221  21.9  127  13.6  △93  △42.3 

薬局関連事業  2,911  9.0  2,682  8.0  △228  △7.9 

レンタル関連事業  359  7.3  479  10.0  119  33.1 

リース・割賦関連事業  △277  △3.8  △256  △3.4  21  ― 

その他の事業  11  0.8  △145  △13.2  △157 ― 

消去又は全社  △1,493 ―  △1,687 ―  △193 ― 

経常利益  1,731  3.7  1,273  2.7  △457  △26.4 

四半期純利益  1,072  2.3  694  1.4  △378  △35.3 
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利益は2,682百万円（同7.9％減）となりました。 

③ レンタル関連事業 

 レンタルにつきましては、利用者の快適さ向上のために付加価値の高いサービスを提供するととも

に、採算性の向上も図りました。 

 売上高は、レンタル物件の設置先を選別した結果、稼働台数が減少して4,812百万円（前年同期比

2.1％減）となりましたが、利益面では、レンタル物件の入れ替え抑制など営業費用を抑えたこと

で、営業利益は479百万円（同33.1％増）となりました。 

④ リース・割賦関連事業 

 当第３四半期累計期間のリース・割賦に係る契約高は、医療機器の買い控えなどで全体的にリース

需要が低迷するなか、7,901百万円（前年同期比7.0％増）となりました。 

 この結果、売上高は、7,561百万円（前年同期比2.9％増）となり、利益面でも、良質な営業資産が

増加していることで、営業損失が256百万円となり損失の改善が進みました。 

⑤ その他の事業 

 医療施設の設計・施工に係る売上の減少や特定保健指導サービスの受託開始の遅れにより、売上高

は1,108百万円（前年同期比28.0％減）となりました。利益面でも、売上減少による利益の減少に加

え、治験業務（ＳＭＯ）拡大のため拠点の新設や治験コーディネーターを増員したこと、また、特定

保健指導の受託サービス拡大に向けた健康コーディネーターの先行採用などから、営業損失は145百

万円（前年同期は営業利益11百万円）となりました。 

（事業区分の方法の変更） 

 当第１四半期より、従来「その他の事業」の区分に属していたコンサルティング事業（ＤtoＤを含

む）は、全セグメントに占める割合が高くなったことから、新たに「コンサルティング関連事業」と

して分離独立いたしました。前年同期比較にあたっては、前年同期分を変更後の区分に読み替えて行

っております。 

なお、文中の前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。 

資産、負債及び純資産の状況 

                                      (単位：百万円) 

(注）Ｄ／Ｅレシオ（デット・エクイティ・レシオ）の算出方法：有利子負債÷自己資本 

 当第３四半期末における総資産は、前期末比1,088百万円減の28,453百万円となりました。流動資

産は、たな卸資産が1,082百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,018百万円減少し、前期末

にあった譲渡性預金を解約したことで有価証券が2,000百万円減少したことを主因に、前期末比1,394

百万円減の17,364百万円となりました。固定資産は、リース調達から自社購入へと変更したことでレ

ンタル資産など有形固定資産が437百万円増加し、ソフトウェアなど無形固定資産が385百万円増加し

ましたが、株安を受けて投資有価証券評価益が減るなど投資有価証券が567百万円減少したことを主

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  20年３月期末  
21年３月期 

第３四半期末 
前期末比 

総資産  29,541  28,453  △1,088

負債  14,803  13,830  △973

うち、有利子負債  3,240  3,226  △13

純資産  14,737  14,622  △115

自己資本比率 （％）  49.6  51.3  1.6 

Ｄ／Ｅレシオ （倍）  0.2 0.2  0.0 
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因に、前期末比306百万円増加の11,089百万円となりました。 

 負債は、未払法人税等が909百万円減少したことを主因に、前期末比973百万円減少し、13,830百万

円となりました。 

 純資産は、四半期純利益694百万円を計上しましたが、配当金の支払い418百万円と自己株式の取得

220百万円のほか、その他有価証券評価差額金が219百万円減少した結果、前期末比115百万円減少

し、14,622百万円となりました。 

これらにより、自己資本比率は前期末比1.6ポイント上昇して51.3％となり、Ｄ/Ｅレシオは前期末

から横ばいの0.2倍となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年10月21日発表した平成21年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  売上高につきましては、経営診断・経営改善に係るコンサルティング料収入の増加や、第４四半期

に集中する傾向にある常勤医師の転職支援の増加を見込み、コンサルティング関連事業の売上高は

2,251百万円（前期比54.1％増）を見込んでおります。また、薬局関連事業の売上高は出店による増

収効果などで46,284百万円（前期比6.0％増）、レンタル関連事業は稼働台数の減少もあり6,246百万

円（前期比5.7％減）、リース・割賦関連事業は契約高と営業資産の増加で13,029百万円（前期比

25.0％増）、その他の事業は第４四半期に集中する設計・施工に係る売上の増加を見込み、2,556百

万円（前期比10.8％増）を見込んでおります。 

 利益面では、コンサルティング（ＤtoＤを含む）の利益増加や、リース・割賦とレンタルの収益改

善などにより、営業利益は3,292百万円（前期比9.2％増）、経常利益は3,260百万円（前期比8.7％

増）、当期純利益は1,787百万円（前期比4.1％増）を見込んでおります。 

    20年３月期 21年３月期(予想)  増減額  増減率 

    百万円 百万円 百万円 ％

売上高  64,474  70,366  5,893 9.1 

  

  

  

  

  

コンサルティング関連事業  1,461  2,251  790 54.1 

薬局関連事業  43,655  46,284  2,629 6.0 

レンタル関連事業  6,624  6,246  △378 △5.7 

リース・割賦関連事業  10,427  13,029  2,602 25.0 

その他の事業  2,306  2,556  250 10.8 

営業利益  3,016  3,292  276 9.2 

経常利益  2,998  3,260  262 8.7 

当期純利益  1,716  1,787  71 4.1 

１株当たり当期純利益(円) 248.87 235.88     ― ― 
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該当事項はありません。  

   

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

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 

① 会計処理規準に関する事項の変更 

Ａ 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。 

  なお、第１四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

 改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書

 きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しており

 ます。 

Ｂ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

  従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期から「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、主として先入先出法による原価法（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。これによる損益に与える影響は軽微であ

 ります。 

② ①以外の変更 

  重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

 レンタル資産 

  従来、定率法によっておりましたが、当第１四半期から、レンタル期間に基づく定額法を

 採用する方法に変更いたしました。この変更は、当第１四半期からレンタル資産の調達方針

 をこれまでのリース調達から自社購入へと変更したことから、今後レンタル資産が増加して

 いくことを踏まえ、これまでのリース調達に伴う費用配分方法との整合性を図ることによ 

 り、期間損益計算の適正化を図るために行ったものであります。これによる損益に与える影

 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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,817 3,366

受取手形及び売掛金 7,628 8,647

割賦債権 867 640

有価証券 80 2,080

たな卸資産 3,969 2,887

その他 1,010 1,146

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 17,364 18,758

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 965 1,027

レンタル資産（純額） 797 520

建物及び構築物（純額） 3,541 3,523

その他（純額） 2,070 1,866

有形固定資産合計 7,375 6,937

無形固定資産 658 273

投資その他の資産 3,055 3,571

固定資産合計 11,089 10,782

資産合計 28,453 29,541

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,882 7,697

短期借入金 1,130 120

1年内返済予定の長期借入金 1,009 1,417

未払法人税等 141 1,050

その他 2,118 2,255

流動負債合計 12,280 12,540

固定負債   

長期借入金 1,087 1,702

その他 461 560

固定負債合計 1,549 2,263

負債合計 13,830 14,803
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,513 3,467

資本剰余金 4,136 4,090

利益剰余金 7,227 6,952

自己株式 △254 △34

株主資本合計 14,623 14,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 182

評価・換算差額等合計 △37 182

新株予約権 14 －

少数株主持分 21 79

純資産合計 14,622 14,737

負債純資産合計 28,453 29,541
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 47,953

売上原価 41,349

売上総利益 6,603

販売費及び一般管理費 5,404

営業利益 1,199

営業外収益  

受取配当金 23

受取賃貸料 20

その他 65

営業外収益合計 109

営業外費用  

支払利息 25

その他 9

営業外費用合計 35

経常利益 1,273

特別利益  

投資有価証券売却益 107

特別利益合計 107

特別損失  

減損損失 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 1,377

法人税、住民税及び事業税 414

法人税等調整額 326

法人税等合計 740

少数株主損失（△） △57

四半期純利益 694
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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。 

 なお、第１四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  47,249

Ⅱ 売上原価  40,393

売上総利益  6,856

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,123

営業利益  1,732

Ⅳ 営業外収益  92

１ 受取利息  2

２ 受取配当金  19

３ 持分法による投資利益  7

４ 生命保険配当金  7

５ 受取賃貸料  18

６ その他  35

Ⅴ 営業外費用  94

１ 支払利息  57

２ 固定資産除却損  2

３ 新株交付費  25

４ その他  9

経常利益  1,731

Ⅵ 特別利益  297

１ 薬局店舗売却益   30

２ 投資有価証券売却益  267

Ⅶ 特別損失  144

１ 減損損失  47

２ 薬局店舗閉鎖損失  86

３ 投資有価証券評価損  10

税金等調整前四半期純利益  1,883

法人税、住民税及び事業税  660

法人税等調整額  188

少数株主損失（△) △37

四半期純利益  1,072
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販売実績 

（注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ ＤtoＤは、医師の転職や開業、医業継承、医療連携を支援するシステムであり、医師紹介、 

開業コンサルティング、医師求人広告等に係る売上を計上しております。 

４ 当社の商品売上取引は、当社がユーザーとの間でリース契約（又は割賦販売契約）した物 

件を他のリース会社に売却するものであります。当社は、ユーザーから債権の代行回収を 

行い、その回収額をリース会社へ支払います。当社にとっては、サプライヤーからの物件 

購入額とリース会社に対する物件売却額との差額が当社の利益となります。 

５ 当第１四半期より、従来「その他の事業」の区分に属していたコンサルティング事業 

（ＤtoＤを含む）は、全セグメントに占める割合が高くなったことから、新たに「コンサ 

ルティング関連事業」として分離独立いたしました。なお、前年同期比較にあたっては、 

前年同期分を変更後の区分に読み替えて行っております。 

６．その他の情報 

区  分 
20年３月期 

第３四半期累計 

21年３月期 

第３四半期累計 
増減額 増減率 

コンサルティング

関連事業 

  百万円 百万円 百万円 ％ 

コンサルティング  445 499  53 12.1 

ＤｔｏＤ  564  442  △122  △21.6 

計  1,009  941  △68 △6.8 

薬局関連事業 

調剤

売上 

薬剤に係る収入  23,635  24,633  997  4.2 

調剤技術に係る収入  8,208  8,322  114  1.4 

小計  31,844  32,956  1,111  3.5 

一般薬等売上  596  573  △22 △3.8 

計  32,441  33,530  1,088  3.4 

レンタル関連事業  4,913  4,812  △101 △2.1 

リース・割賦 

関連事業 

商品売上  6,321  6,679  357  5.7 

リース  860  696  △164 △19.1 

割賦販売  163  185  21  13.1 

計  7,346  7,561  215  2.9 

その他の事業 

設計・施工  901  521  △379 △42.1 

病院内売店の経営  417  446  29 7.1 

その他  220  140  △80 △36.5 

計  1,539  1,108  △430 △28.0 

合      計  47,249  47,953  704  1.5 
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