
 
                               平成 21 年 11 月 11 日 

各 位 

会社名 日本調剤株式会社       

代表者名 代表取締役社長 三津原 博 

（コード番号 3341 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役   伊藤 善博 

                            ＴＥＬ．（０３）６８１０－０８００ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成 21 年 10 月 30 日に発表しました「平成 22 年 3月期 第２四半期決算短信」について、一部訂正

がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正部分には   を付して表示しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

１．３ページ 

定性的情報・財務諸表等 

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） 

２．８ページ 

定性的情報・財務諸表等 

５．四半期連結財務諸表 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

１．（キャッシュ・フローの状況） 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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2,048百万円であります。 

 －1－



２．（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
（訂正前） 

（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) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 －2－



 －3－

 
（訂正後） 

（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) 

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 △2,048,370

 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 △194,332

 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 △51,778

 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

 
以 上 



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 △2,048,370

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 △194,332

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 △51,778

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
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