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【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 

第２次中期経営計画（平成22年９月期から平成24年９月期までの３ヵ年度）の初年度として、

「医薬品ネットワークの面展開」、「薬局サービスの品質向上」、「地域薬局網の充実」を重点施

策として事業に取り組みました。当第１四半期連結会計期間における連結業績は、主力事業である

調剤薬局事業が順調に推移したことから、売上高10,531百万円（前年同四半期比15.2％増）となり

ました。利益面では、営業利益497百万円（同22.6％増）、経常利益452百万円（同24.2％増）、四

半期純利益172百万円（同94.6％増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高は、セグ

メント間の内部売上高を含んでおります。 

①医薬品等ネットワーク事業 

本事業に関しましては、新規加盟件数、受発注手数料収入ともに増加し堅調に推移しましたが、

システム売上が前年同四半期実績を下回った結果、本事業の売上高は378百万円（前年同四半期比

1.9％減）、営業利益は206百万円（同9.8％増）となりました。 

なお、平成21年12月31日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局546店舗、15病・医院

の合計561件（前連結会計年度末比16件増）となりました。 

②調剤薬局事業 

本事業に関しましては、平成21年10月１日付で関西薬品株式会社から12店舗の事業を譲受けた

こと等により、当第１四半期連結会計期間に調剤薬局９店舗、ドラッグストア５店舗が増加し、

平成21年12月31日現在の店舗数は、調剤薬局181店舗、ケアプランセンター１ヶ所、ドラッグスト

ア８店舗、バラエティショップ２店舗となりました。既存店における堅調な業績推移に加え、新

規店舗の増収効果等により、本事業の売上高は10,191百万円（前年同四半期比15.9％増）、営業

利益447百万円（同16.7％増）となりました。 

③賃貸・設備関連事業 

本事業に関しましては、当第１四半期連結会計期間における高齢者専用賃貸住宅「ウィステリ

アＮ17」の新規入居件数は４件となり、平成21年12月31日現在の入居件数は37件となりました。

本事業の売上高は213百万円（前年同四半期比5.2％減）、営業利益３百万円（同44.5％減）とな

りました。 

④その他事業 

本事業に関しましては、株式会社エスエムオーメディシスが治験施設支援業務を行っておりま

す。本事業の売上高は72百万円（前年同四半期比0.6％減）、営業損失０百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は21,322百万円（前連結会計年度末比1,627百万円増）

となりました。主な要因は現金及び預金、商品、土地及び差入保証金の増加によるものです。 

一方、負債の部においては、17,925百万円（前連結会計年度末比1,522百万円増）となりました。

主な要因は買掛金、短期借入金及び長期借入金の増加によるものです。 

また、純資産の部においては3,397百万円(前連結会計年度末比104百万円増)となりました。主な

要因は利益剰余金の増加によるものです。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は1,796百万円

(前年同四半期末比192百万円増）となりました。当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・

フローの状況については以下のとおりです。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は438百万円（前年同四半期比528百万円増）となりました。主な要

因は、売上債権302百万円、たな卸資産269百万円の増加及び法人税等の支払額395百万円があったも

のの、税金等調整前四半期純利益451百万円、仕入債務692百万円の増加等によるものです。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は855百万円(前年同四半期比647百万円増)となりました。主な要因

は、有形固定資産取得による支出420百万円及び事業譲受による支出439百万円等によるものです。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は698百万円（前年同四半期比196百万円増）となりました。主な要

因は、短期借入金399百万円の増加及び長期借入による収入が返済による支出を493百万円上回った

ことによるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年11月６日公表の連結業績予想に変更はありません。 

 

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） 

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 

(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、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
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②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

③法人税等並びに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及び一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

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 

該当事項はありません。 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。
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(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10月１日 至 平成20年12月31日） 
 

 

医薬品等 
ネットワー
ク事業 
(千円) 

調剤薬局
事業 
(千円) 

賃貸・設備
関連事業
(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 148,965 8,791,119 131,289 72,913 9,144,288 － 9,144,288

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 236,870 648 93,671 － 331,189 (331,189) －

計 385,835 8,791,767 224,960 72,913 9,475,477 (331,189) 9,144,288

営業利益又は 
営業損失(△) 

188,334 383,397 6,822 △209 578,345 (172,530) 405,814

（注） １．事業の区分方法 

事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

 ２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容 

事業区分 主要な商品及び役務の内容 

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等 

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等 

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等 

その他事業 治験施設支援業務 

 ３．事業区分及び営業費用の配賦方法の変更 
 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業」に含めておりましたが、近年
の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社的な位置付けになっており、上場維持
コストや子会社管理コスト等が増加しております。 
 そこで、当第１四半期連結累計期間より当社グループの事業内容をより一層明瞭に区分するた
めに、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めることとしました。 
 また、区分名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事業」に変
更しております。 
 この変更による当第１四半期連結累計期間のセグメント情報への影響額は、従来の方法によっ
た場合と比較して「医薬品等ネットワーク事業」の営業利益が143,507千円増加、「消去又は全
社」の営業損失は143,507千円増加しております。 

 ４．会計処理の方法の変更 
 「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 会計処理基準に関する事
項の変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結
子会社は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関
する会計基準の適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財
務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結累計期間からこれらの会計基
準等を適用しております。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第１四半期連結累計期間の医薬品等
ネットワーク事業の営業利益が１千円増加し、調剤薬局事業の営業利益が4,681千円増加し、賃
貸・設備関連事業の営業利益が409千円増加しております。 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 
 

 

医薬品等 
ネットワー
ク事業 
(千円) 

調剤薬局
事業 
(千円) 

賃貸・設備
関連事業
(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 129,540 10,190,683 139,068 72,511 10,531,803 － 10,531,803

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 248,821 808 74,140 － 323,769 (323,769) －

計 378,361 10,191,491 213,208 72,511 10,855,573 (323,769) 10,531,803

営業利益又は 
営業損失(△) 

206,864 447,548 3,787 △132 658,068 (160,579) 497,489

（注） １．事業の区分方法 

事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

 ２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容 

事業区分 主要な商品及び役務の内容 

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等 

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等 

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等 

その他事業 治験施設支援業務 
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[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び存外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び存外支店がないため、該当事項はありません。 

 

[海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため、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。 
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