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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 47,408 15.1 1,378 100.6 1,167 138.8 544 409.0
21年3月期第2四半期 41,204 ― 687 ― 488 ― 107 ―

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2四半期 74.46 ―

21年3月期第2四半期 14.34 ―

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2四半期 62,973 11,149 17.7 1,523.78
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2四半期  11,149百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 7,316,996株 21年3月期第2四半期 7,461,691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2四半期（平成21年７月～９月）における我が国の経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機から穏やかに回復

へと移っているものの、国内企業収益、個人消費は低迷したまま推移しており、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。医薬品・調剤業界におきましては、本年６月の改正薬事法施行による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、医薬品販売市場を取り巻く環境が大きく変わりつつあり、今後の市場変化を踏まえ

た動きが活発になっております。 

 このような状況下ではありますが、当社グループの当第２四半期累計期間の連結業績は主力である調剤薬局事業を

中心に順調に推移いたしました。売上高47,408百万円（対前年同期比15.1％増）と増収となりました。また利益面に

おいては、営業利益1,378百万円（対前年同期比100.6％増）、経常利益1,167百万円（対前年同期比138.8％増）、四

半期純利益544百万円（対前年同期比409.0％増）と、大幅な増益傾向を示しております。 

（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2四半期累計期間においては北海道1店、千葉県1

店、東京都3店、神奈川県1店、三重県1店、大阪府1店、山口県1店、福岡県1店、佐賀県1店の11店舗を開局、さらに

本年6月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13店舗を新規出店いたしました。グルー

プ総出店数は日本調剤268店舗、子会社9店舗の計277店舗となりました。 

 当第2四半期連結累計期間の業績傾向としては、既存店売上が堅調であったことに加えて、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があり、売上高45,315百万円（対前年同期比14.1％増）となりまし

た。また営業利益は2,586百万円（同16.2％増）となりました。 

②医薬品製造販売事業 

 国の医療費抑制施策であるジェネリック医薬品（後発医薬品）の製造販売を行う子会社、日本ジェネリック株式会

社による同事業は、同医薬品市場が停滞状況の中、当社グループの調剤薬局向け需要をベースとして、さらに新規承

認のジェネリック医薬品の販売開始等により販売品目を増やし着実に売上規模を拡大しております。その結果、当第

2四半期連結累計期間の売上高は2,401百万円（対前年同期比38.8％増）となり、同事業の収益性も改善傾向にあり、

利益確保までは至らぬものの営業損失124百万円（前年同期は485百万円の営業損失）と収益改善を図ってまいりまし

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、急速に大都市圏での営業拠点の拡充をはかっており、全国

8支店6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2四半期連結累計期間の業績は、売上高1,227百万円

（対前年同期比16.1％増）、営業利益276百万円（同32.1％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2四半期連結累計期間

の業績は、売上高18百万円（前年同期は29百万円）、営業損失0.8百万円（前年同期は60百万円の営業損失）となり

ました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期連結会計期間末における総資産は62,973百万円となり、前連結会計年度末に対して5,896百万円、

10.3％増加いたしました。流動資産は26,593百万円となり、前連結会計年度末に対して4,496百万円、20.3％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36,380百万円となり、前連結会計年度末に対して1,399百万円、4.0％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51,824百万円となり、前連結会計年度末に対して5,472百万円、11.8%の増加となりました。主な要因は、調

剤薬局事業における売上拡大に伴う短期借入金及び買掛金の増加であります。純資産は11,149百万円となり、前連結

会計年度末に対して423百万円、4.0％の増加となりました。主な要因は連結剰余金の増加であります。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2,935百万円増加して、8,641百万

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2,397百万円の収入となりました。主な要因は仕入債務の増加額1,779百万円

等の収入、たな卸資産の増加額939百万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2,517百万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1,817百万円であります。 



 財務活動によるキャッシュ・フローは3,055百万円の収入となりました。主な要因は短期借入金による収入2,000百

万円等であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 主力である調剤薬局事業が、処方せん単価の上昇傾向を背景に好調に推移しております。また医薬品製造販売事業

並びに労働者派遣紹介事業が概ね当初計画通りに推移していることもあり、連結業績は引き続き堅調に推移すると予

測されます。従いまして平成21年7月30日付で発表しました通期の連結業績予想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 

 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、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。 

  



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９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 8,641,925 5,706,857

売掛金 10,320,085 9,447,128

商品及び製品 6,024,937 5,150,769

原材料及び貯蔵品 86,499 －

その他 1,531,528 1,803,282

貸倒引当金 △11,222 △10,509

流動資産合計 26,593,752 22,097,528

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,966,310 6,147,946

土地 9,569,251 9,559,933

建設仮勘定 6,715,372 6,890,550

その他（純額） 1,433,530 1,106,505

有形固定資産合計 24,684,464 23,704,935

無形固定資産   

のれん 2,913,270 2,512,677

その他 1,249,551 1,182,817

無形固定資産合計 4,162,821 3,695,494

投資その他の資産   

投資有価証券 611,654 612,102

敷金及び保証金 5,015,534 4,961,677

その他 1,905,542 2,005,853

投資その他の資産合計 7,532,731 7,579,633

固定資産合計 36,380,017 34,980,063

資産合計 62,973,770 57,077,592



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 16,602,248 14,650,064

短期借入金 2,004,431 4,431

1年内償還予定の社債 8,500,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 4,265,093 3,464,652

未払法人税等 803,050 403,052

賞与引当金 1,076,686 920,702

役員賞与引当金 － 70,000

売上割戻引当金 224,784 182,652

その他 1,322,550 1,601,728

流動負債合計 34,798,844 22,797,285

固定負債   

社債 － 7,000,000

長期借入金 16,272,595 15,865,239

退職給付引当金 168,971 163,837

役員退職慰労引当金 414,455 383,840

その他 169,417 141,645

固定負債合計 17,025,439 23,554,562

負債合計 51,824,284 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 4,508,637 4,110,135

自己株式 △2,040,170 △2,040,170

株主資本合計 11,175,756 10,777,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,270 △51,511

評価・換算差額等合計 △26,270 △51,511

純資産合計 11,149,485 10,725,743

負債純資産合計 62,973,770 57,077,592



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 41,204,129 47,408,653

売上原価 34,710,426 39,751,191

売上総利益 6,493,703 7,657,462

販売費及び一般管理費 5,806,463 6,278,684

営業利益 687,239 1,378,778

営業外収益   

受取賃貸料 51,183 51,375

その他 41,611 52,380

営業外収益合計 92,795 103,756

営業外費用   

支払利息 149,025 243,510

支払手数料 91,775 20,385

その他 50,428 51,213

営業外費用合計 291,228 315,110

経常利益 488,806 1,167,424

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 37,000

受取補償金 － 4,800

保険差益 18,623 －

特別利益合計 18,623 41,800

特別損失   

固定資産売却損 496 －

固定資産除却損 2,378 23,051

賃貸借契約解約損 1,017 13,275

投資有価証券評価損 9,000 －

減損損失 － 22,119

特別損失合計 12,892 58,446

税金等調整前四半期純利益 494,538 1,150,778

法人税、住民税及び事業税 － 724,090

法人税等調整額 － △118,153

法人税等合計 387,500 605,936

四半期純利益 107,037 544,841



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 494,538 1,150,778

減価償却費 616,088 735,699

減損損失 － 22,119

受取利息及び受取配当金 △10,563 △7,320

支払利息 149,025 243,510

有形固定資産売却損益（△は益） 496 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △37,000

投資有価証券評価損益（△は益） 9,000 －

賃貸借契約解約損 1,017 13,275

固定資産除却損 2,378 23,051

売上債権の増減額（△は増加） △162,603 △786,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,387,104 △939,079

仕入債務の増減額（△は減少） 820,415 1,779,189

その他 460,146 713,370

小計 992,834 2,911,355

利息及び配当金の受取額 10,563 7,320

利息の支払額 △143,889 △231,617

法人税等の支払額 △1,134,705 △289,398

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,197 2,397,660

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 △3,305,036 △1,817,310

有形固定資産の売却による収入 7,346 11

無形固定資産の取得による支出 △271,115 △371,192

営業譲受による支出 △129,799 －

投資有価証券の売却による収入 － 80,000

長期前払費用の取得による支出 △18,692 △105,978

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

貸付金の回収による収入 － 58,295

敷金及び保証金の差入による支出 △303,332 △128,927

敷金及び保証金の回収による収入 98,672 60,970

その他 △689 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,922,648 △2,517,940



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 2,000,000 2,000,000

長期借入れによる収入 6,410,000 1,440,000

長期借入金の返済による支出 △2,484,718 △232,203

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 △155,254 △146,339

その他 － △6,108

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,110,295 3,055,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,550 2,935,068

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 5,658,358 8,641,925



（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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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。 

 
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 
39,716,934 583,786 878,847 24,562 41,204,129 － 41,204,129 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

－ 1,146,412 178,233 4,478 1,329,124 △1,329,124 － 

計 39,716,934 1,730,198 1,057,080 29,040 42,533,254 △1,329,124 41,204,129 

営業利益又は営業損失

（△） 
2,226,548 △485,504 209,282 △60,549 1,889,777 △1,202,538 687,239 

 
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 
45,315,382 970,734 1,106,996 15,540 47,408,653 － 47,408,653 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

－ 1,430,527 120,711 3,275 1,554,515 △1,554,515 － 

計 45,315,382 2,401,262 1,227,708 18,815 48,963,168 △1,554,515 47,408,653 

営業利益又は営業損失

（△） 
2,586,803 △124,497 276,480 △803 2,737,983 △1,359,204 1,378,778 



６．その他の情報 

  該当事項はありません。 
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