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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 23,212 14.5 662 ― 561 ― 253 ―

21年3月期第1四半期 20,279 ― 56 ― △75 ― △136 ―

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 34.62 ―

21年3月期第1四半期 △18.00 ―

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 60,865 10,853 17.8 1,483.30
21年3月期 57,077 10,725 18.8 1,465.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,853百万円 21年3月期  10,725百万円

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

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  
 

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

46,645 13.2 1,264 84.0 1,074 119.7 498 365.4 68.08

通期 96,502 12.4 3,008 35.6 2,609 44.8 1,351 221.2 184.70



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  無  

(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、４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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基い
ており、実際の業績等は様々な要因により大きく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、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,012,000株 21年3月期  8,012,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  695,004株 21年3月期  695,004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 7,316,996株 21年3月期第1四半期 7,607,974株



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１四半期（平成21年4月～6月）における我が国の経済は、世界同時不況の影響を受けて、企業収益悪化に伴

う設備投資の減少、個人所得環境の停滞など、国内の経済環境の厳しさは依然不透明であります。医薬品・調剤業界

におきましては、本年６月施行の改正薬事法によるＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）の３分類化、登録販売者資格の設

置などにより医薬品販売市場への大型量販店等の新規参入が話題となるなど、今後の市場変化をにらんだ動きが活発

化しております。

　このような状況下、当社グループの当第1四半期連結業績は、主力である調剤薬局事業の好調な推移により、売上高

23,212百万円（対前年同期比14.5％増）と増収となりました。また利益面においては大幅な増益傾向を示しており、

営業利益662百万円（前年同期は56百万円）、経常利益561百万円（前年同期は75百万円の経常損失）、四半期純利益

253百万円（前年同期は136百万円の四半期純損失）となりました。

　（１）事業セグメント別の概況

①調剤薬局事業

　当社グループ調剤薬局の出店状況は順調に推移しており、当第1四半期においては神奈川県1店、千葉県1店、山口県

1店、福岡県1店、佐賀県1店及び本年6月1日に新たに子会社となった有限会社中島薬局の神奈川県2店を加えて計7店舗

が新規出店いたしました。グループ総出店数は日本調剤262店舗、子会社9店舗の計271店舗となりました。

　当第1四半期の業績は、既存店売上の堅調さに加えて、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22,114百万円（対前年同期比13.6％増）となりました。また営業利益は1,213百万円（同

94.3％増）となりました。

②医薬品製造販売事業

　日本ジェネリック株式会社による同事業は、積極的にジェネリック医薬品の普及活動に取り組む当社調剤薬局向け

需要を中心にして、さらに先発医薬品の新たな特許期間切れに伴う新規ジェネリック医薬品の製造販売等により販売

品目は増加しており、着実に売上規模を拡大しております。また利益確保までは至らぬものの同事業の収益性は改善

傾向を示しており、その結果、当第１四半期の売上高は1,177百万円（対前年同期比29.0％増）、営業損失45百万円

（前年同期は207百万円の営業損失）となりました。

③労働者派遣紹介事業

　株式会社メディカルリソースによる同事業においては、全国8支店5営業所体制によるエリアごとのきめ細やかな営

業体制を強化しております。またインターネットを活用した効率的な事業展開により積極的な事業拡大を図っており

ます。当第１四半期の業績は、売上高659百万円（対前年同期比24.1％増）、営業利益182百万円（同39.4％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）事業の当第１四半期の業績は、売

上高は9百万円（前年同期は16百万円）、営業利益0.2百万円（前年同期は54百万円の営業損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は60,865百万円となり、前連結会計年度末に対して3,788百万円、6.6％増加いたし

ました。流動資産は24,840百万円となり、前連結会計年度末に対して2,743百万円、12.4％の増加となりました。主な

要因としては、調剤薬局事業の売上拡大に伴う現金及び預金の増加等であります。

　固定資産は36,024百万円となり、前連結会計年度末に対して1,044百万円、3.0％の増加となりました。主な要因は、

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50,012百万円となり、前連結会計年度末に対して3,660百万円、7.9%の増加となりました。主な要因は、調剤

薬局事業における仕入増加に伴う買掛金の増加であります。

　純資産は10,853百万円となり、前連結会計年度末に対して127百万円、1.2％の増加となりました。主な要因は利益

剰余金の増加であります。

 

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第1四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て1,168百万円増加し、6,875百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは2,628百万円の収入となりました。主な要因は仕入債務の増加額2,365百万円

等の収入、たな卸資産の増加額952百万円等の支出によるものです。　

　投資活動によるキャッシュ・フローは1,828百万円の支出となりました。主な要因は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1,361百万円であります。
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　財務活動によるキャッシュ・フローは368百万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640百万円

があり、他方、配当金の支払による支出146百万円によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  当社では、第1四半期累計期間の連結業績動向を勘案しまして、平成21年4月30日に公表しました第2四半期累計期間

及び通期の連結業績予想を上方修正いたしました。詳細につきましては、本日付け（平成21年7月30日）で公表しまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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

　該当事項はありません。

 

（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

　税金費用の計算方法の変更

　従来、税金費用については、四半期連結会計期間を含む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しておりましたが、

重要性の乏しい連結子会社を除き、当第1四半期連結会計期間より、年度決算と同様の手法で計算する方法に変更

しております。

　この変更は、今後継続する複数の事業年度において連結子会社支援費用の増加により永久に損金に算入されな

い項目が多額に発生する見込みとなりましたが、当該支援費用の当事業年度（連結会計年度）末における発生見

込額を合理的に見積もることは困難であり、その結果、見積実効税率を合理的に算定することが困難となったた

めに行われたものであります。

　なお、この変更による影響額につきましては、見積実効税率の合理的な算定が困難であり、従来の方法により

税金費用を算定することが不可能であるため、記載を省略しております。
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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 6,875,342 5,706,857

売掛金 9,875,377 9,447,128

商品及び製品 6,067,574 5,150,769

原材料及び貯蔵品 56,880 －

その他 1,975,789 1,803,282

貸倒引当金 △10,120 △10,509

流動資産合計 24,840,845 22,097,528

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,297,322 6,147,946

土地 9,560,260 9,559,933

建設仮勘定 7,172,104 6,890,550

その他(純額) 1,203,631 1,106,505

有形固定資産合計 24,233,318 23,704,935

無形固定資産   

のれん 2,960,764 2,512,677

その他 1,218,279 1,182,817

無形固定資産合計 4,179,043 3,695,494

投資その他の資産   

投資有価証券 646,773 612,102

敷金及び保証金 5,011,854 4,961,677

その他 1,953,935 2,005,853

投資その他の資産合計 7,612,564 7,579,633

固定資産合計 36,024,926 34,980,063

資産合計 60,865,771 57,077,592



（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 17,188,776 14,650,064

短期借入金 4,431 4,431

1年内償還予定の社債 1,500,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 3,964,872 3,464,652

未払法人税等 574,833 403,052

賞与引当金 528,839 920,702

役員賞与引当金 － 70,000

売上割戻引当金 220,051 182,652

その他 2,397,174 1,601,728

流動負債合計 26,378,979 22,797,285

固定負債   

社債 7,000,000 7,000,000

長期借入金 15,882,445 15,865,239

退職給付引当金 169,765 163,837

役員退職慰労引当金 397,932 383,840

その他 183,336 141,645

固定負債合計 23,633,480 23,554,562

負債合計 50,012,460 46,351,848

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 4,217,136 4,110,135

自己株式 △2,040,170 △2,040,170

株主資本合計 10,884,256 10,777,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,945 △51,511

評価・換算差額等合計 △30,945 △51,511

純資産合計 10,853,310 10,725,743

負債純資産合計 60,865,771 57,077,592



（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 20,279,199 23,212,433

売上原価 17,266,700 19,477,827

売上総利益 3,012,498 3,734,605

販売費及び一般管理費 2,955,887 3,072,344

営業利益 56,611 662,261

営業外収益   

受取賃貸料 25,329 25,318

その他 25,283 27,698

営業外収益合計 50,613 53,017

営業外費用   

支払利息 67,456 117,272

支払手数料 67,490 10,458

その他 47,747 25,735

営業外費用合計 182,694 153,466

経常利益又は経常損失（△） △75,469 561,812

特別損失   

固定資産売却損 496 －

固定資産除却損 184 4,949

特別損失合計 680 4,949

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△76,150 556,862

法人税、住民税及び事業税 － 517,174

法人税等調整額 － △213,653

法人税等合計 60,791 303,521

四半期純利益又は四半期純損失（△） △136,942 253,341



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△76,150 556,862

減価償却費 292,341 335,965

受取利息及び受取配当金 △7,883 △6,896

支払利息 67,456 117,272

有形固定資産売却損益（△は益） 496 －

固定資産除却損 184 4,949

売上債権の増減額（△は増加） 253,234 △341,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,205,124 △952,097

仕入債務の増減額（△は減少） 1,847,272 2,365,718

その他 898,906 941,113

小計 2,070,734 3,021,355

利息及び配当金の受取額 7,883 6,896

利息の支払額 △40,055 △86,507

法人税等の支払額 △1,204,271 △313,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,290 2,628,716

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 △1,906,965 △1,361,707

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 △157,615 △83,915

営業譲受による支出 △33,000 －

長期前払費用の取得による支出 △17,450 △72,395

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △293,765

敷金及び保証金の差入による支出 △82,207 △78,485

敷金及び保証金の回収による収入 59,650 32,830

その他 △33,338 29,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,163,578 △1,828,313

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 560,000 640,000

長期借入金の返済による支出 △274,399 △122,574

自己株式の取得による支出 △1,499,731 －

配当金の支払額 △155,254 △146,339

その他 － △3,003

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,630,614 368,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,326 1,168,484

現金及び現金同等物の期首残高 5,745,908 5,706,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,047,234 6,875,342



（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　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）

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
19,468,514 369,713 427,626 13,345 20,279,199 － 20,279,199

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 543,460 103,915 3,139 650,514 △650,514 －

計 19,468,514 913,173 531,541 16,484 20,929,714 △650,514 20,279,199

営業利益又は営業損失

（△）
624,402 △207,381 130,909 △54,401 493,529 △436,917 56,611

 

　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）

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
22,114,979 495,745 592,219 9,488 23,212,433 － 23,212,433

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 682,182 67,321 494 749,998 △749,998 －

計 22,114,979 1,177,927 659,540 9,983 23,962,431 △749,998 23,212,433

営業利益又は営業損失

（△）
1,213,395 △45,728 182,468 232 1,350,367 △688,106 662,261

〔所在地別セグメント情報〕

　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）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。

 

〔海外売上高〕

　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）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

　該当事項はありません。

－ 1 －



６．その他の情報

　 該当事項はありません。

 

－ 2 －
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