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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 18,090 ― 697 ― 612 ― 111 ―
20年9月期第2四半期 17,299 10.7 728 47.7 641 42.8 262 49.2

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9月期第2四半期 3,968.47 3,967.91
20年9月期第2四半期 9,353.51 9,346.19

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9月期第2四半期 19,623 2,952 13.8 98,412.52
20年9月期 18,148 2,920 14.9 96,074.82

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  2,701百万円 20年9月期  2,699百万円

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  有  
平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株 の割合で株式分割することを決議しておりま
す。平成21年９月期（予想）の１株当たり配当金については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。詳しくは２ページ「（ご参考）株式分割後の配
当の状況について」をご覧下さい。 

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9月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 37,359 10.6 1,371 18.8 1,203 20.8 407 △58.2 72.43
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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 及び 14ページ(５)セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】 ３．事業区分及び営
業費用の配賦方法の変更をご覧ください。] 

(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。 
 
（ご参考） 株式分割後の配当の状況について 
当社は、平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株の割合で株式分割することを決議し
ております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当状況につきましては以下のとおりとなります。  
 
基準日 ： 平成20年９月期 
１株当たり配当金 ： 期末10円00銭 年間10円00銭 

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9月期第2四半期 28,096株 20年9月期  28,096株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  642株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 27,993株 20年9月期第2四半期 28,068株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３月31日まで）における我が国経済は、

米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の深刻化を受け、輸出事業を中心とする

企業収益の悪化、雇用情勢・消費動向の減退等、急速な景気悪化に直面しております。 

当社グループの関わる医薬品業界におきましては、高齢化の進展に伴う国民医療費の増加により、中

長期的なマーケットの拡大が見込まれる一方、足元では本年６月からの改正薬事法の全面施行を前に、

スーパーマーケット等との差別化を急ぐドラッグストア大手による調剤薬局併設化の動きや、調剤薬局

各社と他業種企業間における資本・業務提携が顕在化するなど、大きな転換期を迎えております。 

このような環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高18,090百万円

（前年同期比4.6％増）となりました。利益面におきましては、調剤薬局事業が順調に推移しました

が、本部経費の増加により営業利益697百万円（同4.3％減）、経常利益612百万円（同4.5％減）となり

ました。四半期純利益におきましては、当社の保有している株式会社みずほフィナンシャルグループ普

通株式の評価損等が発生したことに伴い、111百万円（同57.7％減）となりました。 

※なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

本事業に関しましては、第１四半期連結会計期間よりセグメント名称を「医薬品等関連事業」から

「医薬品等ネットワーク事業」へ変更しております。従来まで、上場維持コストや子会社管理コスト

等の管理部門費用を「医薬品等関連事業」に含めておりましたが、第１四半期連結会計期間より当社

グループの事業内容をより一層明瞭に区分するために、当該費用を配賦不能営業費用として「消去又

は全社」に含めることとしました。この変更による当第２四半期連結累計期間の本事業への影響額

は、従来の方法によった場合と比較して営業利益が291百万円増加しております。 

医薬品ネットワークに関しましては、ＷＩＮグループを始めとするドラッグストアチェーンの加盟

が一巡したこと、中小調剤薬局についても医薬品卸売会社が早期妥結を優先して比較的安価な価格を

提示したこと等により新規加盟件数は伸び悩みましたが、取扱高は、本州地区の既存加盟店を中心に

順調に増加しました。 

 平成21年３月31日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局498店舗、９病・医院の合計507

件（前連結会計年度末比８件増）となりました。 

平成20年９月に締結したアルフレッサ ホールディングス株式会社との業務提携に関しましては、

同社と株式会社メディセオ・パルタックホールディングス間の経営統合基本合意の締結（平成20年10

月）並びに同基本合意の解約（平成21年１月）等、当社の予見し得ない事象の発生により、若干の遅

れを生じておりますものの、本年２月より協議を再開しております。提携内容の実現に向け、アルフ

レッサ ホールディングス株式会社取引先に対する当社医薬品ネットワークの展開手法に関して具体

的な協議を定期的に責任者レベルで行っているほか、病・医院の分業や医師開業等に関して各地域担

当者レベルで情報交換を行っております。 

システム販売に関しましては、調剤薬局の新規大型案件発生に伴う調剤機器の販売もあり堅調に推

移しました。なお、主要製品である調剤薬局サポートシステム「ファーマシードリーム」の後継シス

テムに関しましては、本年７月のリリースを予定しております。 

・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

(1) 医薬品等ネットワーク事業
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以上の結果、本事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は346百万円（前年同期比40.0％

増）、営業利益は367百万円となりました。 

  

調剤薬局事業に関しましては、当第２四半期連結累計期間に８店舗の新規出店、１店舗の閉鎖を行

った結果、平成21年３月31日現在の店舗数は、調剤薬局171店舗、ケアプランセンター１ヶ所、ドラ

ッグストア２店舗、バラエティショップ２店舗となりました（前連結会計年度末比７店舗増）。既存

店における堅調な業績推移に加え、新規出店の増収効果等により、当第２四半期連結累計期間におけ

る本事業の売上高は17,353百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益684百万円（同3.7％減）となり

ました。 

  

賃貸・設備関連事業に関しましては、当第２四半期連結累計期間における高齢者専用賃貸住宅「ウ

ィステリアＮ17」の新規入居件数は５件となり、平成21年３月31日現在の入居件数は22件となりまし

た（前連結会計年度末比５件増）。本事業の当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高

250百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益36百万円（前年同期は61百万円の営業損失）となりまし

た。 

  

その他事業は、株式会社エスエムオーメディシスが治験施設支援業務を行っております。本事業の

当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高140百万円（前年同期比16.6％増）、営業損

失１百万円（前年同期は７百万円の営業利益）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は19,623百万円（前連結会計年度末比1,474百万円増）

となりました。主な要因は売掛金、商品、流動資産その他、建物及び構築物、有形固定資産その他の増

加によるものです。 

 一方、負債の部においては、16,670百万円（同1,442百万円増）となりました。主な要因は未払法人

税等が減少したものの、買掛金、長期借入金及び固定負債その他が増加したことによるものです。 

 また、純資産の部においては、2,952百万円（同32百万円増）となりました。主な要因は利益剰余金

の増加によるものです。 

  

当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び同等物の期末残高は1,495百万円（前連結

会計年度末比95百万円増）となりました。当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状

況については以下のとおりです。 

  

営業活動において、売上債権292百万円、たな卸資産161百万円の増加及び法人税等の支払額817百万

円等があったものの、仕入債務の増加額577百万円等により、538百万円の増加となりました。 

  

投資活動において、有形固定資産の取得による支出466百万円等により、489百万円の減少となりまし

(2) 調剤薬局事業

(3) 賃貸・設備関連事業

(4) その他事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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た。 

  

財務活動において、長期借入金による収入が返済による支出を475百万円上回りましたが、リース債

務の返済による支出141百万円等により46百万円の増加となりました。 

  

平成21年２月４日公表の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

該当事項はありません。 

  

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、「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)が第１四半期

連結会計期間から適用されたことに伴い、移動平均法による原価法(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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

（貸手側） 

 「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)を第１四半

期連結会計期間から適用し、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ておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

（簡便な会計処理）

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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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については、期首に前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除

後）をリース投資資産として計上する方法によっており、リース取引開始日に売上高と売上原価を

計上する方法及び貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の差額を手数

料収入として各期に配分し、転リース差益として計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース投資資産が流

動資産に194,790千円計上され、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。 

（借手側） 

 「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)を第１四半

期連結会計期間から適用し、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会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したもの

としてリース資産を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固

定資産に712,475千円、無形固定資産に12,847千円計上され、営業利益が11,926千円増加し、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益が9,320千円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,507,704 1,412,071

売掛金 2,542,253 2,250,164

債権売却未収入金 374,597 402,711

調剤報酬等購入債権 339,861 327,603

商品 1,242,201 1,082,534

貯蔵品 35,560 34,162

仕掛品 8,545 8,472

繰延税金資産 274,370 314,920

その他 689,711 585,592

貸倒引当金 △3,121 △4,278

流動資産合計 7,011,684 6,413,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,537,151 3,260,361

土地 1,524,174 1,485,756

建設仮勘定 － 18,113

その他（純額） 825,499 128,439

有形固定資産合計 5,886,824 4,892,671

無形固定資産   

のれん 4,777,891 4,912,513

ソフトウエア 29,736 34,570

その他 62,437 47,913

無形固定資産合計 4,870,065 4,994,997

投資その他の資産   

投資有価証券 66,384 114,394

繰延税金資産 364,592 338,182

差入保証金 1,273,508 1,246,135

その他 227,989 210,655

貸倒引当金 △77,324 △62,025

投資その他の資産合計 1,855,152 1,847,343

固定資産合計 12,612,042 11,735,011

資産合計 19,623,727 18,148,967
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,841,766 3,264,602

短期借入金 1,868,000 1,993,000

1年内返済予定の長期借入金 990,416 975,994

1年内償還予定の社債 62,000 62,000

未払法人税等 373,234 800,495

賞与引当金 426,485 419,918

その他 1,482,209 1,191,847

流動負債合計 9,044,112 8,707,857

固定負債   

社債 － 31,000

長期借入金 6,366,237 5,904,745

繰延税金負債 － 616

退職給付引当金 361,180 320,182

役員退職慰労引当金 120,490 99,662

その他 778,794 164,157

固定負債合計 7,626,702 6,520,364

負債合計 16,670,814 15,228,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 813,520 813,520

資本剰余金 623,235 623,235

利益剰余金 1,328,049 1,273,151

自己株式 △57,976 －

株主資本合計 2,706,828 2,709,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △757 △10,589

繰延ヘッジ損益 △4,253 －

評価・換算差額等合計 △5,011 △10,589

少数株主持分 251,095 221,427

純資産合計 2,952,912 2,920,745

負債純資産合計 19,623,727 18,148,967
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 18,090,708

売上原価 11,797,936

売上総利益 6,292,772

販売費及び一般管理費 5,595,344

営業利益 697,427

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,267

保険解約返戻金 5,528

雑収入 21,632

営業外収益合計 28,428

営業外費用  

支払利息 111,787

雑損失 1,303

営業外費用合計 113,090

経常利益 612,764

特別利益  

固定資産売却益 118

貸倒引当金戻入額 1,664

過年度手数料調整金 202

特別利益合計 1,985

特別損失  

固定資産売却損 314

固定資産除却損 680

減損損失 4,494

投資有価証券評価損 64,854

事務所移転費用 8,170

店舗閉鎖損失 2,192

過年度取引価格調整金 6,977

貸倒引当金繰入額 15,806

特別損失合計 103,490

税金等調整前四半期純利益 511,260

法人税、住民税及び事業税 342,952

法人税等調整額 9,392

法人税等合計 352,345

少数株主利益 47,825

四半期純利益 111,089
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 【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,946,420

売上原価 5,846,801

売上総利益 3,099,618

販売費及び一般管理費 2,808,004

営業利益 291,613

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,011

雑収入 11,769

営業外収益合計 12,781

営業外費用  

支払利息 54,753

雑損失 931

営業外費用合計 55,685

経常利益 248,709

特別利益  

固定資産売却益 118

貸倒引当金戻入額 490

過年度手数料調整金 202

特別利益合計 811

特別損失  

固定資産売却損 266

固定資産除却損 100

減損損失 4,494

投資有価証券評価損 12,964

事務所移転費用 2,380

過年度取引価格調整金 6,977

貸倒引当金繰入額 15,806

特別損失合計 42,990

税金等調整前四半期純利益 206,530

法人税、住民税及び事業税 251,868

法人税等調整額 △88,140

法人税等合計 163,727

少数株主利益 20,078

四半期純利益 22,724
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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10月１日 
 至 平成21年３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 511,260

減価償却費 297,739

減損損失 4,494

のれん償却額 148,521

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,827

受取利息及び受取配当金 △7,081

支払利息 114,227

固定資産売却損益（△は益） 196

固定資産除却損 4,932

投資有価証券評価損益（△は益） 64,854

売上債権の増減額（△は増加） △292,088

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 28,114

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） △12,257

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △2,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △161,136

仕入債務の増減額（△は減少） 577,164

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,518

その他 111,351

小計 1,462,717

利息及び配当金の受取額 7,022

利息の支払額 △113,765

法人税等の支払額 △817,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 538,643

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 △603

有形固定資産の取得による支出 △466,189

有形固定資産の売却による収入 7,200

無形固定資産の取得による支出 △4,748

営業譲受による支出 △13,900

事業譲渡による収入 1,248

貸付けによる支出 △290

貸付金の回収による収入 16,040

差入保証金の差入による支出 △51,819

差入保証金の回収による収入 17,288

その他 5,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △489,846
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △125,000

長期借入れによる収入 1,025,000

長期借入金の返済による支出 △549,086

社債の償還による支出 △31,000

配当金の支払額 △55,629

少数株主への配当金の支払額 △18,157

自己株式の取得による支出 △57,976

リース債務の返済による支出 △141,318

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,629

現金及び現金同等物の期首残高 1,399,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,495,599
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

 

 

 
  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

医薬品等 

ネットワー

ク事業

調剤薬局 

事業

賃貸・設備

関連事業

その他 

事業
計

消去または 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

（１）外部顧客に対する

売上高

346,123 17,353,607 250,653 140,324 18,090,708 ― 18,090,708

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
462,636 1,501 220,606 ― 684,744 (684,744) ―

計 808,759 17,355,108 471,259 140,324 18,775,452 (684,744) 18,090,708

営業利益又は 

営業損失（△）
367,983 684,040 36,490 △1,830 1,086,683 (389,256) 697,427

（注） １．事業の区分方法

  事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．事業区分及び営業費用の配賦方法の変更

 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業（現「医薬品等ネットワーク事

業」）」に含めておりましたが、近年の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社

的な位置付けになっており、上場維持コストや子会社管理コスト等が増加しております。 

 そこで、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より当社グループの事業内容をより一層明

瞭に区分するために、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去または全社」に含め

ることとしました。 

 また、事業区分の名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事

業」に変更しております。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益または営業損失への影響額は、従来の方

法によった場合と比較して「医薬品等ネットワーク事業」の営業利益が291,198千円増加し、「消

去または全社」の営業損失は291,198千円増加しております。

４．会計処理の方法の変更

 「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 会計処理基準に関する事

項の変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結子

会社は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の医薬品等

ネットワーク事業の営業利益が１千円増加し、調剤薬局事業の営業利益が10,247千円増加し、賃

貸・設備関連事業の営業利益が818千円増加しております。
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

 

 

 
  

医薬品等 

ネットワー

ク事業

調剤薬局 

事業

賃貸・設備

関連事業

その他 

事業
計

消去または 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

（１）外部顧客に対する

売上高

197,157 8,562,487 119,364 67,410 8,946,420 ― 8,946,420

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
225,766 853 126,935 ― 353,555 (353,555) ―

計 422,923 8,563,340 246,299 67,410 9,299,975 (353,555) 8,946,420

営業利益又は 

営業損失（△）
179,648 300,642 29,668 △1,620 508,338 (216,725) 291,613

（注） １．事業の区分方法

  事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．事業区分及び営業費用の配賦方法の変更

 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業（現「医薬品等ネットワーク事

業」）」に含めておりましたが、近年の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社

的な位置付けになっており、上場維持コストや子会社管理コスト等が増加しております。 

 そこで、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より当社グループの事業内容をより一層明

瞭に区分するために、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去または全社」に含め

ることとしました。 

 また、事業区分の名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事

業」に変更しております。

４．会計処理の方法の変更

 「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 会計処理基準に関する事

項の変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結子

会社は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用しております。
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年２月４日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、自己株

式642株を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が57,976千円増加

し、当第２四半期連結会計期間末において、自己株式が57,976千円となっております。 

  

【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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（要約）前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

区分

前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日

 至 平成20年３月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 17,299,387

Ⅱ 売上原価 11,323,549

売上総利益 5,975,837

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,247,261

営業利益 728,576

Ⅳ 営業外収益

受取利息及び受取配当金 1,742

業務支援収入 3,530

雑収入 16,956 22,229

Ⅴ 営業外費用

支払利息 101,263

雑損失 7,961 109,225

経常利益 641,579

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 6,562

店舗売却益 7,850 14,413

Ⅶ 特別損失

固定資産売却損 906

固定資産除却損 12,805

減損損失 38,900

貸倒引当金繰入額 15,576

厚生年金基金脱退損 5,437 73,626

税金等調整前中間純利益 582,367

法人税、住民税及び事業税 325,961

法人税等調整額 △30,034 295,927

少数株主利益 23,905

中間純利益 262,534
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前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 

   

   

 
  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

医薬品等 

関連事業

（千円）

調剤薬局 

事業

（千円）

賃貸・設備

関連事業

（千円）

その他 

事業

（千円）

計

（千円）

消去または 

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

（１）外部顧客に対す

る売上高
274,214 16,684,816 246,960 120,396 17,299,387 ― 17,299,387

（２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

396,256 1,514 274,777 ― 672,547 (672,547) ―

計 643,470 16,686,330 521,737 120,396 17,971,934 (672,547) 17,299,387

営業費用 559,723 15,975,836 583,145 113,309 17,232,015 (661,204) 16,570,811

営業利益又は 

営業損失（△）
83,746 710,493 △61,408  7,086 739,918 (11,342) 728,576

（注） １．事業の区分方法 
    事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等関連事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワークによ

る情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業
費用はありません。
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 

 

 
  

医薬品等 

関連事業

（千円）

調剤薬局 

事業

（千円）

賃貸・設備

関連事業

（千円）

その他 

事業

（千円）

計

（千円）

消去または 

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

（１）外部顧客に対

する売上高
537,408 32,463,212 516,364 268,570 33,785,555 ― 33,785,555

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

777,113 2,950 568,924 ― 1,348,988 (1,348,988) ―

計 1,314,521 32,466,162 1,085,289 268,570 35,134,543 (1,348,988) 33,785,555

営業費用 1,199,279 31,323,922 1,163,096 249,826 33,936,125 (1,304,346) 32,631,778

営業利益又は 

営業損失（△）
115,241 1,142,240 △77,806  18,743 1,198,418 (44,641) 1,153,777

（注） １．事業の区分方法 
    事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等関連事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワークによ

る情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業 
  費用はありません。
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重要な後発事象 

  
  

6.その他

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日  
 至 平成21年３月31日)

株式分割及び単元株制度導入の件  
 当社は平成21年５月７日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割及び単元株
制度導入について決議いたしました。  
  
株式分割及び単元株制度採用の目的  
 当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を目的として株式分割
を実施いたします。また、売買単位の集約化に対応し、投資家の利便性を向上する事を
目的として、単元株制度を採用いたします。なお、この株式分割及び単元株制度の採用
により、投資単位は実質的に２分の１となります。  
１ 株式分割  
（１）分割方法  
 平成21年６月30日（火曜日）を基準日とし、普通株式１株につき、200株の割合をもっ
て分割します 。  
  
（２）分割により増加する株式数  
 株式分割前の当社発行済株式総数   28,096株  
 今回の分割により増加する株式数 5,591,104株  
 株式分割後の当社発行済株式総数 5,619,200株  
 株式分割後の発行可能株式総数  18,000,000株  
  
（３）株式分割の効力発生日  
 平成21年７月１日  
  
２ 単元株制度の採用  
（１）新設する単元株式の数  
 単元株制度を採用し、単元株式数を100株とします。  
（２）新設の日程  
 平成21年７月１日  
  
 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）
の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。  
  
前連結会計年度  
１株当たり純資産額           480.37円  
  
当第２四半期連結会計期間末  
１株当たり純資産額          492.06円  
  
当第２四半期連結累計期間  
１株当たり四半期純利益         19.84円  
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  19.84円  
  
当第２四半期連結会計期間  
１株当たり四半期純利益         4.07円  
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  4.07円  
 
814.74

― 20 ―

㈱メディカルシステムネットワーク　（4350）　平成21年９月期　第２四半期決算短信




