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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） 

（注）21年３月期第２四半期の１株当たり四半期純利益につきましては、平成21年９月１日を効力発生日とした株式分割を考慮しておりません。詳細は３ペ
ージ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧下さい。 

(2) 連結財政状態 

（注）21年３月期の１株当たり純資産につきましては、平成21年９月１日を効力発生日とした株式分割を考慮しておりません。詳細は３ページ「（ご参考）株式
分割に伴う遡及修正値」をご覧下さい。 
 

(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 27,451 22.4 576 49.2 584 54.2 232 △3.7

21年3月期第2四半期 22,430 ― 386 ― 379 ― 241 ―

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 1,877.60 ―

21年3月期第2四半期 3,897.52 ―

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 24,990 9,279 37.1 74,992.05
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2四半期  9,279百万円 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  

 21年３月期の１株当たり配当金につきましては、平成21年９月１日を効力発生日とした株式分割を考慮しておりません。詳細は３ページ「（ご参考）株式分
割に伴う遡及修正値」をご覧下さい。 

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 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

22年3月期 ― 500.00

22年3月期 
（予想）

― 500.00 1,000.00

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 55,156 12.5 1,628 8.4 1,661 12.1 709 8.5 5,734.01



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４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） 

(注）21年３月期の期末発行済株式数（自己株式を含む）、及び21年３月期の期末自己株式数、21年３月期第２四半期の期中平均株式数（四半期連
結累計期間）につきましては、平成21年９月１日を効力発生日として株式分割を考慮しておりません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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。 

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2四半期 125,184株 21年3月期  62,592株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,440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2四半期 125,184株 21年3月期第2四半期 62,592株



 当社は、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株の割合で株式分割を実施いたしました。当該株

式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月期第２四半期の１株当たり四半期純利益及び、平成21年３月期

の１株当たり純資産、平成21年３月期の１株当たり配当金は以下のとおりです。 

  

  

  

  

  

  

  

（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値

  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 

（連結） 

21年３月期第２四半期 

円  銭 

1,948.76

円  銭

－

  １株当たり純資産 

  

21年３月期   

円 銭 

73,612.11

  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 

21年３月期 
円 銭 

 －

円 銭 

 500.00

円 銭 

 －

円 銭 

 500.00

円 銭 

 1,000.00



  当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、海外経済の持ち直し

が明確となり、国内において製造業を中心に景況感は一部改善の兆しがみられるものの、急速な円高の進行、雇用情

勢の厳しさに加え個人消費の冷え込みが深刻化するなど、引き続き厳しい環境で推移しました。 

 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、新型インフルエンザの流行に終息の兆しが見られず、予

防対策を含め薬局の経営環境に影響をもたらしました。 

 このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、主力である保険薬局事

業の調剤売上が堅調に推移しました。その要因として、当社及び子会社において、新規保険薬局４店舗増加、事業譲

受により10店舗増加し、閉店および譲渡により５店舗減少したものを補い、増収となりました。利益面におきまして

は、店舗閉鎖等に係る特別損失の増加により、四半期純利益は前年同期比3.7%の減益となりました。以上の結果、売

上高27,451百万円（対前年同期比122.4％）、営業利益576百万円（対前年同期比149.2％）、経常利益584百万円（対

前年同期比154.2％）、四半期純利益232百万円（対前年同期比96.3％）となりました。  

  

（１）資産の状況  

 当第２四半期の資産合計は24,990百万円となり、前連結会計年度末から1,236百万円増加しております。 

 主な内容としましては、当社及び子会社における新規出店や事業譲受にともなう売掛金及びたな卸資産の増加等に

より、流動資産合計では511百万円増加したこと、またクオールオールインワンシステムの機能充実・改良及びのれ

んの増加等により、固定資産合計では725百万円増加しております。 

（２）負債の状況 

 当第２四半期の負債合計は15,710百万円となり、前連結会計年度末から1,065百万円増加しております。 

 主な内容としましては、当社及び子会社における新規出店や事業譲受にともない買掛金が936百万円増加したこと

によるものであります。 

（３）純資産の状況 

 当第２四半期の純資産合計は9,279百万円となり、前連結会計年度末から170百万円増加しております。 

 主な内容としましては、四半期純利益を232百万円計上したことによるものであります。 

（４）キャッシュフローの状況 

  当第２四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936百万円、法人税等の支

払額458百万円等により1,577百万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533百万円、事業譲受による支出621百万円等により1,466百万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601百万円、長期借入による収入600百万円等により58百万円の支出

となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の増加額は52百万円となり、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は2,547百

万円となりました。 

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年７月30日に公表しました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。  

（簡便な会計処理）  

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。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



  

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



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 2,741,986 2,676,247

売掛金 7,425,526 7,220,430

商品及び製品 1,661,229 1,391,461

仕掛品 57,785 31,663

貯蔵品 69,507 57,550

繰延税金資産 427,220 427,220

その他 246,717 314,705

貸倒引当金 △20,500 △21,083

流動資産合計 12,609,472 12,098,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,139,778 1,989,972

工具、器具及び備品（純額） 609,748 533,381

土地 587,915 572,915

その他（純額） 128,504 56,207

有形固定資産合計 3,465,946 3,152,476

無形固定資産   

のれん 5,950,247 5,717,309

ソフトウエア － 648,675

その他 777,100 56,151

無形固定資産合計 6,727,348 6,422,136

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,716,913 1,657,301

繰延税金資産 38,532 38,630

その他 434,394 389,405

貸倒引当金 △2,389 △4,293

投資その他の資産合計 2,187,451 2,081,044

固定資産合計 12,380,746 11,655,657

資産合計 24,990,218 23,753,853



（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 9,053,691 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 301,151 459,553

賞与引当金 875,601 702,295

その他の引当金 46,931 －

その他 2,252,250 978,715

流動負債合計 12,529,626 11,353,794

固定負債   

長期借入金 2,898,501 2,970,893

繰延税金負債 29,669 29,564

退職給付引当金 104,215 105,664

その他 148,389 184,881

固定負債合計 3,180,775 3,291,003

負債合計 15,710,402 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 1,716,276 1,545,806

自己株式 △18,360 △18,360

株主資本合計 9,279,521 9,109,051

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294 4

評価・換算差額等合計 294 4

純資産合計 9,279,816 9,109,056

負債純資産合計 24,990,218 23,753,853



（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 22,430,261 27,451,629

売上原価 20,283,277 24,450,884

売上総利益 2,146,984 3,000,745

販売費及び一般管理費 1,760,525 2,423,971

営業利益 386,459 576,773

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,663 －

受取家賃 3,448 5,212

受取手数料 14,167 15,865

負ののれん償却額 － 10,609

その他 2,904 9,119

営業外収益合計 24,184 40,807

営業外費用   

支払利息 26,832 30,310

持分法による投資損失 1,700 －

その他 2,914 2,382

営業外費用合計 31,447 32,693

経常利益 379,196 584,887

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,115 －

賞与引当金戻入額 － 14,251

国庫補助金 － 2,819

その他 250 1,864

特別利益合計 3,365 18,934

特別損失   

固定資産除却損 9,069 19,969

店舗閉鎖損失 4,902 11,660

店舗閉鎖損失引当金繰入額 22,186 43,041

固定資産圧縮損 － 2,036

その他 370 15,850

特別損失合計 36,529 92,558

税金等調整前四半期純利益 346,031 511,263

法人税等 104,884 278,921

四半期純利益 241,147 232,342



（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 346,031 511,263

減価償却費 260,720 357,684

のれん償却額 175,259 190,702

持分法による投資損益（△は益） 1,700 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,278 △1,448

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,739 173,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,739 △2,486

固定資産除売却損益（△は益） 9,069 19,951

固定資産圧縮損 － 2,036

投資有価証券売却損益（△は益） － 104

受取利息及び受取配当金 △3,663 △1,508

支払利息 27,816 30,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,187 △229,797

売上債権の増減額（△は増加） 508,592 △205,095

仕入債務の増減額（△は減少） △360,789 936,295

その他 △34,368 283,310

小計 906,904 2,065,146

利息及び配当金の受取額 3,663 1,508

利息の支払額 △31,555 △30,736

法人税等の支払額 △377,073 △458,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,939 1,577,565

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 △402,880 △109,072

定期預金の払戻による収入 714,547 96,091

有形固定資産の取得による支出 △567,055 △533,142

有形固定資産の売却による収入 － 224

投資有価証券の取得による支出 － △99

投資有価証券の売却による収入 － 739

子会社株式の取得による支出 △1,099,540 －

営業譲受による支出 △240,685 △621,887

無形固定資産の取得による支出 △143,438 △163,208

貸付金の回収による収入 1,251 1,163

敷金及び保証金の差入による支出 △110,551 △123,546

敷金及び保証金の回収による収入 12,020 43,243

その他 △55,504 △57,101

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,891,837 △1,466,595

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） － 70,000

長期借入れによる収入 1,202,100 600,000

長期借入金の返済による支出 △601,341 △601,402

社債の償還による支出 △70,000 △65,000

配当金の支払額 △61,872 △61,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 468,887 △58,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △921,011 52,758



（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) 

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 1,539,853 2,547,966



該当事項はありません。 

  

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） 

（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、保険薬局事業とその他事業の２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その他事業：医療・医薬情報資材制作関連事業、医薬品治験関連事業 

３.事業区分の変更 

  従来、「医療・医薬情報資材制作関連事業」、「医薬品治験関連事業」の２つのセグメントを区分

掲記しておりましたが、重要性が低下したため、当第２四半期連結会計期間より「その他事業」と

して表示しております。 

   なお、従前の区分に従った当第２四半期連結累計期間における医療・医薬情報資材制作関連事業の

売上高は946,690千円、営業利益は36,127千円であります。同じく医薬品治験関連事業の売上高は

204,931千円、営業利益は53,591千円であります。 

  

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） 

 保険薬局事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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。  

  

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）及び当第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）  

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ないため、該当事項はありません。 

  

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）及び当第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） 

海外売上高がないため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） 

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 
 21,306,679  1,123,582  22,430,261  －  22,430,261

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  28,038  28,038  △28,038  －

計  21,306,679  1,151,621  22,458,300  △28,038  22,430,261

営業利益  580,621  89,719  670,340  △283,881  386,459

〔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

６．その他の情報
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