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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 13,671 24.2 265 194.7 268 229.3 134 186.7
21年3月期第1四半期 11,009 ― 90 ― 81 ― 47 ―

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

22年3月期第1四半期 2,181.03 ―

21年3月期第1四半期 760.64 ―

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

22年3月期第1四半期 24,151 9,182 38.0 148,417.35
21年3月期 23,753 9,109 38.3 147,224.21

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,182百万円 21年3月期  9,109百万円

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  

22年３月期（予想）の１株当たり配当金については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳細は平成21年７月30日付け公表の「株式分割及び株
式の分割にともなう定款の一部変更に関するお知らせ」及び３ページ「（ご参考）株式分割にともなう業績予想及び配当予想について」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

21年3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  有  
22年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳細は平成21年７月30日付け公表
の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び３ページ「（ご参考）株式分割にともなう業績予想及び配当予想について」をご覧下さい。 

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

26,727 19.2 451 16.8 473 24.8 196 △18.6 3,171.92

通期 55,156 12.5 1,628 8.4 1,661 12.1 709 8.5 11,468.01



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５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） 

(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）業績予想につきましては、平成21年５月14日付け公表しました内容から変更しております。詳細は平成21年７月30日付け公表の「連結業績予想の修
正に関するお知らせ」及び「株式分割及び株式の分割にともなう定款の一部変更に関するお知らせ」、また３ページ「（ご参考）株式分割にともなう業績予想
及び配当予想について」をご覧下さい。 
（２）上記に記載した内容は、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、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により予想数値と異となる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 62,592株 21年3月期  62,592株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  720株 21年3月期  720株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 62,592株 21年3月期第1四半期 62,592株



 平成21年７月30日付けで公表しました「株式分割及び株式の分割にともなう定款の一部変更に関するお知らせ」のとお

り、平成21年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施する予定です。 

 当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の平成22年３月期の１株あたりの業績予想及び１株当たり配当予想は以

下のとおりです。 

  

  

１．平成22年３月期の業績予想 

  

  

  

２．平成22年３月期の配当予想 

  

（ご参考）株式分割にともなう業績予想及び配当予想について

  
１株当たり当期純利益

円 銭 

連結業績予想 

第２四半期連結累計期間  1,585.96

通期  5,734.01

  １株当たり配当金 

基準日 
第２四半期末 期末 年間 

円 銭 円 銭 円 銭 

平成22年３月期 

（予想） 
 500.00  500.00  1,000.00



当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融不安

による内外景気の悪化に下げ止まりの兆しが見えてきたものの、国内企業業績及び雇用・所得環境は依然悪化のま

ま、個人消費は伸び悩み厳しい環境の中で推移しました。 

当社グループの主力である保険薬局業界におきましては、医療費抑制政策推進下における厳しい環境が続くほ

か、平成21年６月には一般用医薬品の販売規制を緩和する改正薬事法が施行され、ヘルスケア業界に大きな変化を

もたらしています。 

 このような環境のもと、当社グループにおきましては、主力の保険薬局事業を中心に「患者さま第一主義」「コ

ンプライアンス遵守」「地域社会貢献」を念頭に、質の高い医療サービスの提供に注力いたしました。既存店にお

ける調剤売上の堅調な推移に加え、新規出店１店舗、事業譲受により８店舗増加、閉店及び譲渡により３店舗減少

した結果、当社グループの売上高は 百万円（対前年同期比24.2%）、営業利益 百万円（対前年同期比

194.7%）、経常利益 百万円（対前年同期比229.3%）、当期純利益は 百万円（対前年同期比186.7%）となりま

した。 

  

  

連結財政状態 

（1）資産の状況 

 当第１四半期の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末から398百万円増加しております。 

 主な内容としましては、新規に取得及び設立した子会社のたな卸資産の増加の一方、長期借入金の返済により現金

及び預金が減少したこと等により、流動資産合計が20百万円減少しております。また、クオールオールインワンシス

テムの改良に伴うソフトウェアの増加やのれんの増加等により、固定資産合計では418百万円増加しております。 

（2）負債の状況 

 当第１四半期の負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末から324百万円増加しております。 

 主な内容としましては、当社及び新規に取得した子会社の買掛金が1,193百万円増加しております。一方で、法人

税等の支払により未払法人税が303百万円減少、長期借入金は返済により247百万円減少しております。 

（3）純資産の状況 

 当第１四半期の純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末から73百万円増加しております。 

 主な内容としましては、当期純利益の増加によるものであります。 

（4）キャッシュフローの状況 

  当第１四半期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の増加額 百万円、法人税等の

支払額 百万円等により 百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得

による支出 百万円、事業譲受による支出 百万円等により 百万円の支出となりました。財務活動によるキャ

ッシュ・フローは長期借入金の返済による支出 百万円等により 百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の減少額は 百万円となり、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は 百

万円となりました。 

   

 平成21年４月から６月の実績において、長期処方が増加した影響により既存店の調剤売上が堅調に推移し、今後

も一定期間続く見通しであること、及び平成21年度の新卒薬剤師の入社人数が当初計画を下回ったことから、平成21

年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正しております。詳細は、本日

別途公表いたしました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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

13,671 265

268 134

２．連結財政状態に関する定性的情報

24,151

14,968

9,182

1,193

458 709

177 448 748

304 392

432 2,063

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

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、実施棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚卸高を

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無いと認められるので、前連結会計年度末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。  

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）  

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。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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

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）

（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



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21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,250,673 2,676,247

売掛金 7,342,878 7,220,430

商品及び製品 1,701,120 1,391,461

仕掛品 49,330 31,663

貯蔵品 62,185 57,550

繰延税金資産 427,385 427,220

その他 266,284 314,705

貸倒引当金 △22,068 △21,083

流動資産合計 12,077,791 12,098,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,992,051 1,989,972

工具、器具及び備品（純額） 522,107 533,381

土地 587,915 572,915

その他（純額） 158,330 56,207

有形固定資産合計 3,260,404 3,152,476

無形固定資産   

のれん 5,949,861 5,717,309

ソフトウエア － 648,675

その他 732,770 56,151

無形固定資産合計 6,682,632 6,422,136

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,678,259 1,657,301

繰延税金資産 38,542 38,630

その他 416,635 389,405

貸倒引当金 △2,393 △4,293

投資その他の資産合計 2,131,045 2,081,044

固定資産合計 12,074,082 11,655,657

資産合計 24,151,874 23,753,853



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,311,248 8,117,395

1年内返済予定の長期借入金 － 1,095,834

未払法人税等 155,998 459,553

賞与引当金 423,877 702,295

その他 2,058,444 978,715

流動負債合計 11,949,569 11,353,794

固定負債   

長期借入金 2,723,677 2,970,893

繰延税金負債 29,991 29,564

退職給付引当金 100,530 105,664

その他 165,227 184,881

固定負債合計 3,019,426 3,291,003

負債合計 14,968,995 14,644,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,600 814,600

資本剰余金 6,767,005 6,767,005

利益剰余金 1,618,879 1,545,806

自己株式 △18,360 △18,360

株主資本合計 9,182,124 9,109,051

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 753 4

評価・換算差額等合計 753 4

純資産合計 9,182,878 9,109,056

負債純資産合計 24,151,874 23,753,853



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,009,930 13,671,587

売上原価 9,977,643 12,179,175

売上総利益 1,032,286 1,492,412

販売費及び一般管理費 942,277 1,227,163

営業利益 90,009 265,248

営業外収益   

受取利息及び配当金 520 －

受取家賃 1,724 2,487

受取手数料 8,633 8,696

雑収入 － 3,900

負ののれん償却額 － 5,304

その他 1,960 575

営業外収益合計 12,838 20,964

営業外費用   

支払利息 12,826 16,536

持分法による投資損失 6,911 －

その他 1,481 840

営業外費用合計 21,219 17,376

経常利益 81,629 268,836

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,338 －

賞与引当金戻入額 － 12,558

国庫補助金 － 2,819

特別利益合計 4,338 15,377

特別損失   

固定資産除却損 1,967 1,120

店舗閉鎖損失 3,095 1,322

固定資産圧縮損 － 2,036

その他 － 108

特別損失合計 5,062 4,587

税金等調整前四半期純利益 80,905 279,627

法人税等 33,843 144,682

四半期純利益 47,062 134,944



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 80,905 279,627

減価償却費 117,960 171,719

のれん償却額 85,762 93,200

持分法による投資損益（△は益） 6,911 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,356 △5,133

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,731 △278,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,677 △915

固定資産除却損 1,967 1,120

固定資産圧縮損 － 2,036

投資有価証券売却損 － 84

受取利息及び受取配当金 △520 △575

支払利息 13,198 16,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,999 △271,009

売上債権の増減額（△は増加） 666,540 △122,447

仕入債務の増減額（△は減少） 488,412 1,193,853

その他 31,541 103,745

小計 969,914 1,183,506

利息及び配当金の受取額 520 575

利息の支払額 △15,235 △16,273

法人税等の支払額 △327,726 △458,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 627,472 709,454

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 △78,756 △36,605

定期預金の払戻による収入 66,103 30,091

有形固定資産の取得による支出 △217,654 △177,680

営業譲受による支出 △93,525 △448,000

無形固定資産の取得による支出 △39,866 △55,948

貸付金の回収による収入 563 446

敷金及び保証金の差入による支出 △47,610 △51,149

敷金及び保証金の回収による収入 3,745 24,603

投資有価証券の取得による支出 － △95

投資有価証券の売却による収入 － 539

その他 △11,655 △34,811

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,656 △748,611



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △200,000 －

長期借入金の返済による支出 △379,381 △304,879

社債の償還による支出 △40,000 △30,000

配当金の支払額 △61,872 △58,052

財務活動によるキャッシュ・フロー △681,253 △392,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △472,437 △432,087

現金及び現金同等物の期首残高 2,460,865 2,495,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,988,427 2,063,120



該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１.事業区分の方法 

     市場及び販売方法等の類似性に基づいて、３つのセグメントに区分しております。 

２.各事業区分の主要な内容 

     ①保険薬局事業：健康保険法に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を経

営する事業であります。 

     ②医療・医薬情報資材制作関連事業：製薬会社が医療機関や薬局・薬店あるいは医薬品卸会社等に

医薬品の販売促進や適正使用普及を展開するために活用する各種媒体を用いた医薬情報資材制作

の企画・編集・制作の受託業務の事業であります。 

     ③医薬品治験関連事業：新薬の開発過程において有効性・安全性等を適切に見極めるための臨床試

験を実施する医療機関を支援する事業であります。 

３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた 配賦不能営業費用（128,966千円）の主なものは、

当社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４.上記の金額には消費税等を含めておりません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  前連結会計年度においては保険薬局事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営

業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間については「医療・医薬情報資材制作関連事業」の営業損益の絶対値は営業損益

基準の10％を超えておりますが、一時的であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

   

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〕

  
  

保険薬局事業 
（千円） 

医療・医薬情
報資材制作関

連事業 
（千円） 

医薬品治験関連
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 
 10,543,768 362,374 103,787 11,009,930 － 11,009,930 

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 11,530 － 11,530 △11,530 － 

計 10,543,768 373,905 103,787 11,021,461 △11,530 11,009,930 

営業費用  10,353,518 376,098 72,867 10,802,484 117,435 10,919,920

営業利益 190,249 △2,193 30,920 218,976 △128,966 90,009 

〔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



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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