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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 63,476 ― 1,550 ― 1,255 ― 230 ―

20年3月期第3四半期 58,832 20.9 1,930 25.6 1,779 24.2 437 8.6

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 31.04 ―

20年3月期第3四半期 55.29 55.28

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 56,589 10,526 18.6 1,438.62
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3四半期  10,526百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  7,413,287株 20年3月期第3四半期  7,913,748株
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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３四半期累計期間(平成20年4月1日～12月31日)における我が国の経済は、昨年の米国・サブプライムローン問

題に端を発した世界金融危機の影響により、国内景気の減速傾向が顕著になってまいりました。

 医薬品・調剤業界におきましては、医療費抑制を織り込んだ昨年4月施行の薬価改定、調剤報酬改定の影響を受けて、

さらに厳しい経営環境へと突入しております。

 このような環境下、当社グループでは医療費の個人負担軽減に効果があるジェネリック医薬品（後発医薬品）の普

及・促進を図るため、昨年4月からの処方せん様式の変更に迅速に対応し、当社の顧客である多くの患者さまに同医薬

品のメリットを享受していただくよう、グループをあげて取り組んでまいりました。

　その結果、当社グループの当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高63,476百万円（対前年同期比7.9％増）と引

き続き増収傾向を維持しております。利益面においては、昨年４月の薬価改定、調剤報酬改定のマイナス影響等を受

け、営業利益1,550百万円（同19.7％減）、経常利益1,255百万円（同29.5％減）、四半期純利益230百万円（同47.4％

減）となりました。

 

　（１）事業の種類別セグメントの概況

①調剤薬局事業

　当第3四半期累計期間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、栃木県1店、群馬県1店、東京都2店、神奈川県4店、茨城県1店、長野県1店、愛知県2店、岐阜県1店、愛媛県1店

の計17店舗が新規開局いたしました。グループ総出店数は日本調剤248店舗、調剤子会社12店舗の計260店舗となりま

した。

　当第3四半期累計期間の業績は、既存店では、昨年4月の薬価改定、調剤報酬改定による収益低下傾向から次第に回

復し、また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61,095百万円（対

前年同期比6.7％増）となりました。営業利益については3,766百万円（同0.8％増）となりました。

②医薬品製造販売事業

　昨年4月の処方せん様式の変更により、患者さまがジェネリック医薬品をより容易に選択できるようになったため、

当事業の市場規模は拡大しました。しかしながらジェネリック医薬品の普及・浸透は昨年後半には停滞状況となって

おります。このような状況の中、医薬品製造販売事業において当第3四半期累計期間の売上高は2,839百万円（対前年

同期比120.9％増）と大幅増加いたしましたが、690百万円の営業損失（前年同期645百万円の営業損失）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充実・強化しております。当第3四半期累計期間の業績は、売上高1,636百万円（対前

年同期比34.0％増）、営業利益311百万円（同61.7％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）事業を行う教育研修・CSO事業の

業績につきましては、売上高は45百万円（前年同期実績は7.5百万円）、営業損失60百万円（前年同期146百万円の営

業損失）となりました。

（注）上記定性的情報における対前年同期比は参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期末における総資産は56,589百万円となり、前連結会計年度末に対して10,144百万円、21.8％増加いたし

ました。流動資産は24,491百万円となり、前連結会計年度末に対して5,001百万円、25.7％の増加となりました。主な

要因は、現金及び預金の増加、昨年4月からのジェネリック医薬品対応を中心した商品及び売掛金の増加でありま

す。

　固定資産は32,098百万円となり、前連結会計年度末に対して5,143百万円、19.1％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46,063百万円となり、前連結会計年度末に比べて12,049百万円、35.4％の増加となりました。主な要因は、

調剤薬局事業及び医薬品製造販売事業における設備投資による借入金の増加、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10,526百万円となり、前連結会計年度末に比べて△1,904百万円、15.3％の減少となりました。主な要因は、

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３四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2,088百万円増加し7,834百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは397百万円の収入となりました。主な要因は仕入債務の増加額2,346百万円等

の収入、税金等調整前当期純利益1,267百万円の収入及びたな卸資産の増加額1,794百万円の支出等によるものであり

ます。　

　投資活動によるキャッシュ・フローは7,395百万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6,493百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは9,087百万円の収入となりました。主な要因は長期借入れによる収入10,650百

万円及び短期借入金の純増加額3,000百万円等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期連結業績予想につきましては、平成20年9月16日付けにて発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」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３四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、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。

  また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。



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 7,834,736 5,745,908

売掛金 9,312,070 8,368,362

商品及び製品 5,824,937 4,006,105

その他 1,530,844 1,379,259

貸倒引当金 △11,369 △9,485

流動資産合計 24,491,219 19,490,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,087,635 5,867,525

土地 9,437,897 7,805,078

その他 5,407,833 1,815,612

有形固定資産合計 20,933,366 15,488,216

無形固定資産   

のれん 2,337,335 2,333,875

その他 1,091,027 920,654

無形固定資産合計 3,428,363 3,254,530

投資その他の資産   

投資有価証券 598,753 1,169,850

敷金及び保証金 5,973,683 5,769,673

その他 1,170,759 1,279,358

貸倒引当金 △6,540 △6,540

投資その他の資産合計 7,736,656 8,212,342

固定資産合計 32,098,386 26,955,090

資産合計 56,589,605 46,445,241
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,762,963 13,416,165

短期借入金 3,000,000 －

1年内償還予定の社債 1,500,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 2,490,039 3,732,518

未払法人税等 55,923 1,282,167

賞与引当金 468,373 836,998

役員賞与引当金 － 52,500

売上割戻引当金 168,293 91,553

その他 1,422,361 1,048,303

流動負債合計 24,867,955 20,620,207

固定負債   

社債 7,000,000 8,500,000

長期借入金 13,654,996 4,364,000

退職給付引当金 163,117 170,491

役員退職慰労引当金 372,372 355,450

その他 4,798 4,064

固定負債合計 21,195,284 13,394,006

負債合計 46,063,240 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 3,919,396 3,990,914

自己株式 △2,040,161 △540,429

株主資本合計 10,586,525 12,157,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,160 273,252

評価・換算差額等合計 △60,160 273,252

純資産合計 10,526,364 12,431,027

負債純資産合計 56,589,605 46,445,241
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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：千円）

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 63,476,850

売上原価 53,221,206

売上総利益 10,255,643

販売費及び一般管理費 8,704,824

営業利益 1,550,819

営業外収益  

受取賃貸料 77,574

その他 60,540

営業外収益合計 138,114

営業外費用  

支払利息 248,194

支払手数料 107,504

その他 78,233

営業外費用合計 433,932

経常利益 1,255,001

特別利益  

保険差益 18,623

移転補償金 44,340

特別利益合計 62,964

特別損失  

固定資産売却損 496

固定資産除却損 3,798

賃貸借契約解約損 1,172

投資有価証券評価損 9,000

減損損失 36,477

特別損失合計 50,944

税金等調整前四半期純利益 1,267,020

法人税等 1,036,943

四半期純利益 230,077
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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) 

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 1,267,020

減価償却費 977,966

減損損失 36,477

受取利息及び受取配当金 △12,181

支払利息 248,194

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 1,172

固定資産除却損 3,798

売上債権の増減額（△は増加） △943,707

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,794,207

仕入債務の増減額（△は減少） 2,346,798

その他 491,745

小計 2,632,574

利息及び配当金の受取額 12,181

利息の支払額 △194,489

法人税等の支払額 △2,052,782

営業活動によるキャッシュ・フロー 397,483

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 △6,493,638

有形固定資産の売却による収入 7,645

無形固定資産の取得による支出 △344,623

営業譲受による支出 △174,636

長期前払費用の取得による支出 △112,089

敷金及び保証金の差入による支出 △412,018

敷金及び保証金の回収による収入 148,112

その他 △14,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,395,846

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 10,650,000

長期借入金の返済による支出 △2,601,482

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 △301,595

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,087,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,088,827

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 7,834,736
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（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）

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
61,095,336 935,939 1,405,867 39,707 63,476,850 － 63,476,850

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 1,904,015 230,197 5,508 2,139,721 △2,139,721 －

計 61,095,336 2,839,955 1,636,064 45,216 65,616,572 △2,139,721 63,476,850

営業利益又は営業損失

（△）
3,766,182 △690,230 311,730 △60,827 3,326,855 △1,776,036 1,550,819

b.所在地別セグメント情報

　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）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）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３四半期連結累計期間において

は、自己株式が1,499百万円増加し、当第３四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。



「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３四半期
（平成19年４月１日
～平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 58,832,754

Ⅱ　売上原価 49,531,796

売上総利益 9,300,957

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,370,263

給与手当 1,516,573

賃借料 680,651

消費税等 2,186,316

その他 2,986,722

営業利益 1,930,694

Ⅳ　営業外収益 142,625

受取手数料 11,539

受取賃貸料 77,035

その他 54,050

Ⅴ　営業外費用 293,531

支払利息 104,191

社債利息 42,132

支払手数料 52,132

その他 95,075

経常利益 1,779,788

Ⅵ　特別利益 2,378

固定資産売却益 2,378

補償金収入 －

Ⅶ　特別損失 215,211

固定資産売却損 26,178

固定資産除却損 70,667

臨時償却費 13,067

敷金保証金等解約損 3,538

投資有価証券売却損 －

投資有価証券評価損 94,000

減損損失 7,758

和解金 －

税金等調整前四半期（当期）
純利益

1,566,955

税金費用 1,129,415

四半期（当期）純利益 437,539



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

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（当期）純利益 1,566,955

減価償却費 723,453

減損損失 7,758

受取利息及び受取配当金 △8,817

支払利息 146,323

敷金保証金等解約損 3,538

投資有価証券評価損 94,000

固定資産除却損 70,667

固定資産売却益 △2,378

固定資産売却損 26,178

臨時償却費 13,067

売上債権増減額(増加：△） △1,733,767

たな卸資産増加額 △849,378

仕入債務増加額 3,608,255

その他 221,682

小計 3,887,539

利息及び配当金の受取額 8,923

利息の支払額 △103,864

法人税等の支払額 △1,237,903

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,554,695

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 △3,625,385

有形固定資産の売却による収入 63,774

無形固定資産の取得による支出 △152,141

事業譲受による支出 △124,245

長期前払費用の増加による支出 △151,944

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 △1,022,719

敷金保証金回収による収入 198,828

その他 11,676

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,067,477

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 △1,400,000

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △1,344,841

社債の発行による収入 8,500,000

社債の償還による支出 △400,000

株式の発行による収入 9,900

自己株式の取得による支出 △73,839

配当金の支払額 △315,740

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,775,478

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） 3,262,696

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 6,857,913



（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３四半期）

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
57,259,097 548,940 1,020,264 4,451 58,832,754 － 58,832,754

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 736,433 200,604 3,122 940,161 △940,161 －

計 57,259,097 1,285,374 1,220,869 7,574 59,772,915 △940,161 58,832,754

営業費用 53,522,572 1,930,723 1,028,066 154,386 56,635,748 266,311 56,902,059

営業利益又は営業損失

（△）
3,736,525 △645,348 192,802 △146,812 3,137,166 △1,206,472 1,930,694

b.所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。
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