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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 98,260 14.4 3,549 60.0 3,098 71.9 1,404 233.7
21年3月期 85,891 7.6 2,218 △21.4 1,802 △29.9 420 5.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 192.25 ― 12.7 5.1 3.6
21年3月期 56.95 ― 3.6 3.5 2.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 64,678 11,405 17.6 1,593.28
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  11,405百万円 21年3月期  10,725百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,833 △5,338 3,434 7,636
21年3月期 852 △10,124 9,233 5,706

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 301 70.2 2.6
22年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 365 26.0 3.3

23年3月期 
（予想）

― 30.00 ― 30.00 60.00 20.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

52,724 11.2 1,531 11.1 1,317 12.9 594 9.2 83.08

通期 115,085 17.1 4,531 27.6 4,072 31.5 2,116 50.7 295.72



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  853,744株 21年3月期  695,004株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 90,760 14.7 3,381 34.5 2,939 36.3 546 △34.2

21年3月期 79,107 6.5 2,514 △29.3 2,155 △36.5 829 △45.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 74.77 ―

21年3月期 112.28 ―

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 62,051 13,126 21.2 1,833.80
21年3月期 58,410 13,305 22.8 1,818.44

（参考） 自己資本 22年3月期  13,126百万円 21年3月期  13,305百万円

※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。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、3ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における我が国経済は、世界的な経済危機状況から脱し、穏やかな景気回復基調へと進みつつあり

ますが、依然、個人消費は伸び悩むなど、引き続き不透明な経営環境が続いております。 

 医薬品業界・調剤薬局業界においては、国の医療費抑制方針を背景として、医療制度の抜本的な見直しの議論が行

われ、本年4月からの薬価改定・調剤報酬改定にも反映されるなど、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

 こうした中、当社グループにおきましては、医療ビジネスとしての安定した収益性の確保を図りつつ、日本の医療

制度を堅持するために不可欠な施策であるジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及へ、いち早く取り組むなど、常

に先を見据えた積極的な事業展開を図っております。 

 当連結会計年度については、当社グループの強みであるジェネリック医薬品販売への総合的な取り組みや、様々な

コスト低減施策により、当社グループ全体の収益性を高めることができました。特に新規事業として注力してまいり

ました、ジェネリック医薬品に特化した医薬品製造販売事業も、順調に売上増加が続き、急速に収益性の改善を図っ

ております。 

 その結果、主力である調剤薬局事業において既存店舗が通年で好調に推移したことなどにより、当連結会計年度の

連結売上高は98,260百万円（対前年同期比14.4％、12,368百万円増）と、増収となりました。 

 利益面につきましては、主力である調剤薬局事業の売上拡大により、その売上増加に伴う増益効果を発揮しており

ます。また新規事業である医薬品製造販売事業の収益性改善が進み、当連結会計年度の連結営業利益は3,549百万円

（対前年同期比60.0％、1,331百万円増）と大幅な増益となりました。 

 当連結会計年度の経常利益につきましては、3,098百万円（対前年同期比71.9％、1,296百万円増）となり、また当

期純利益につきましても、1,404百万円（対前年同期比233.7％、983百万円増）と、同様に大幅な増益となりまし

た。 

 

〔各事業のセグメント別概況〕 

①調剤薬局事業 

 当連結会計年度における新規出店状況は、直営店舗24店舗を新規開局いたしました。さらに調剤子会社2社（3店

舗）を取得し、当連結会計年度の連結ベースでの新規出店数は27店舗となりました。なお当連結会計年度中に4店舗

を閉局し、当連結会計年度末では直営店舗277店舗、子会社10店舗、グループ総店舗数は287店舗となりました。当連

結会計年度の調剤薬局事業の売上高は、既存店舗の好調な売上増加に加えて、前連結会計年度にオープンした店舗及

び当連結会計年度の新規店舗の業績寄与により、93,801百万円（対前年同期比13,4％、11,146百万円増）と順調に推

移しました。当事業セグメントの営業利益は6,229百万円（対前年同期比20.0％、1,038百万円増）となりました。 

②医薬品製造販売事業 

 ジェネリック医薬品に特化した製造販売子会社である日本ジェネリック株式会社は、国の医療費抑制施策であるジ

ェネリック医薬品の市場拡大を見据えて、平成18年4月からジェネリック医薬品の製造販売に取り組んでおります。

当連結会計年度におきましては、ジェネリック医薬品市場全体の大きな変化はなかったものの、国内の主たる医薬品

卸ルートの全国流通網を確保したジェネリック医薬品メーカーとしての“強み”を発揮して、当社グループの調剤薬

局向けはもちろんのこと、全国の医療機関・調剤薬局に対して積極的に販売活動を行い、売上拡大を図ってまいりま

した。その結果、当連結会計年度の医薬品製造販売事業の売上高は4,953百万円（対前年同期比30.4％、1,157百万円

増）の大幅な増加となりました。本セグメントとしての収益改善も進み、445百万円の営業損失（前年同期は973百万

円の損失）となりました。 

③労働者派遣紹介事業 

 子会社の株式会社メディカルリソースでは、圧倒的な国内シェアを持つ薬剤師に特化した労働者派遣紹介事業を中

心に、医療関係者を対象として人材サービス事業を行っています。業界随一の全国8支店展開に加え、さらに人口集

中地域である首都圏及び関西圏の営業拠点強化を図り、より収益確保に向けた事業展開を図っております。当連結会

計年度も堅調に推移しており、売上高は2,351百万円（対前年同期比5.0％、113百万円増）、営業利益343百万円（対

前年同期比△13.3％、52百万円減）となりました。 

④その他事業 

 株式会社メディカルリソースによる、製薬メーカーのMR（医療情報担当者）の教育研修及びCSO（医薬品販売業務

受託）事業では、当連結会計年度の売上高は32百万円、営業損失5百万円となりました。 

  

（来期の見通し） 

 国家の財政基盤を脅かす要因となる医療費の増大傾向に歯止めをかけるべく、実効性ある取り組みとしてジェネリ

ック医薬品の全国普及が急務となっております。本年4月の調剤報酬改定では、調剤薬局に対して、ジェネリック医

薬品の一定の使用実績に応じてメリハリのつけた調剤報酬点数を設定するなど、ジェネリック医薬品への取り組み姿

勢が、そのまま薬局経営に直接影響する制度変更となっております。 



 こうした中、当社グループは、医療制度の各種改定によるマイナス影響を最小限に抑えつつ、既存事業の収益性改

善、コスト削減を図るとともに、高い収益性が見込まれる新規事業の育成に努めて、いかなる事業環境変化にも適応

できる安定した経営構造の確立を目指してまいります。 

 調剤薬局事業においては、安定的な門前型薬局の新規出店を継続しつつ、さらに本格的なジェネリック医薬品時代

を見据えた、特定の医療機関に依存することなく収益確保が可能なまったく新しい調剤薬局モデルを積極的に展開し

てまいります。 

 また、当社グループが保有する経営資源を効果的に活用、とくに調剤薬局事業で培った調剤ビジネスのノウハウ・

経営資源を最大限活用して、医薬品製造販売事業、労働者派遣紹介事業の各事業の伸張・拡大を引き続き図ることに

より、業績の向上、収益の確保に努めてまいります。 

 

 次期の業績見通しについては、連結売上高は115,085百万円（前年同期比17.1％増）、営業利益4,531百万円（前年

同期比27.6％増）、経常利益4,072百万円（前年同期比31.5％増）、当期純利益2,116百万円（前年同期比50.7％増）

を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産の部は64,678百万円となり、前連結会計年度末の57,077百万円に対し、13.3%、

7,601百万円増加いたしました。また、当連結会計年度末の負債の部は53,273百万円となり、前連結会計年度末の

46,351百万円に対し、14.9％、6,921百万円増加いたしました。 

 流動資産は、前連結会計年度末の22,097百万円に対し、20.4％、4,500百万円増加し、26,598百万円となりまし 

た。主な要因は、売上増加に伴う売掛金の増加2,414百万円、現金及び預金の増加2,060百万円などによるものであり

ます。 

 固定資産は、前連結会計年度末34,980百万円に対し、8.9％、3,100百万円増加し、38,080百万円となりました。う

ち、有形固定資産は、前連結会計年度末23,704百万円に対し、3.5％、837百万円増加し、24,542百万円となりまし

た。その主な要因は、調剤薬局事業における新規出店展開等の設備投資であります。無形固定資産は前連結会計年度

末3,695百万円に対し、54.2％、2,002百万円増加し、5,698百万円となりました。その主な要因は、調剤薬局事業に

おける連結子会社2社の買取によるのれんの増加であります。投資その他の資産は、敷金及び保証金の増加等によ

り、前連結会計年度末7,579百万円に対し、3.4％、260百万円増加し、7,839百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末22,797百万円に対し、39.0％、8,904百万円増加し、31,702百万円となりました。

増加の主な要因は、一年以内償還予定社債の増加5,500百万円、仕入増加に伴う買掛金の増加1,422百万円によるもの

であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末23,554百万円に対し、8.4％、1,982百万円減少し、21,571百万円となりました。そ

の主な要因は社債の減少7,000百万円および長期借入金の増加4,906百万円であります。 



②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,833百万円、投資活動に

よるキャッシュ・フローが△5,338百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが3,434百万円となりました。この結

果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,929百万円増加し、7,636百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 主要な収入項目は、税金等調整前当期純利益2,907百万円、減価償却費1,727百万円であります。他方、調剤薬局事

業及び医薬品製造販売事業においての売上増加に伴う売上債権の増加額2,328百万円が主要な支出項目であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 調剤薬局事業における新規出店展開への投資を中心とした有形固定資産の取得による支出2,697百万円および調剤

薬局事業における連結子会社2社の買取による連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,499百万円が主

要な支出項目であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 主要な収入項目は、長期借入れによる収入7,110百万円および短期借入金の純増額1,995百万円であります。一方、

主要な支出項目としては長期借入金の返済による支出3,464百万円、社債の償還による支出1,500百万円であります。

 キャッシュ・フロー指標の推移 

（注）各指標の算出方法は次のとおりであります。 

   自己資本比率：自己資本/総資産  

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー  

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い  

 ①各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しています。  

 ②株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

 ③営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当 

 当社グループは、株主の皆さま方への利益還元を経営上の重要課題の一つとして捉えており、成長性を確保するた

めの内部留保も十分に考慮しながらも、各期の経営成績に連動した形で最大限株主の皆さま方に対して利益還元を図

っていくことを基本方針としております。配当性向につきましては20％を目標としております。また、当社は中間配

当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、これらの配当の決定機関は、期末配当については株

主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として

中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。内部留保資金の使途といたしましては、中長期的な事業

拡大を鑑みつつ、事業内容の原資として利用することとしております。 

 この方針のもと、当連結会計年度につきましては、当社業績は調剤薬局事業を中心に好調に推移いたしましたの

で、平成22年3月19日に公表しましたとおり、当連結会計年度末の配当金を1株当たり10円増額し、1株当たり30円と

させていただきます。従いまして1株あたりの配当額は、第2四半期累計期間末20円、期末30円（第2四半期累計期間

末は実施済み）の年間配当金額1株当たり50円とさせていただきます。  

 また次連結会計年度の1株当たり配当金は、第2四半期累計期間末、期末配当とも1株当たり30円（年間配当金額は1

株当たり60円）とさせていただく予定であります。 

(4）事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成21年6月24日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、開示を省

略しております。 

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％） 30.7 32.8 26.8 18.8 17.6 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
88.5 54.3 24.6 15.8 30.8 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
3.6 6.3 5.7 32.7 8.4 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
20.8 14.7 14.7 2.5 7.8 



２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び当社の子会社9社により構成されており、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業、調剤薬局関

連の労働者派遣紹介事業を、主たる事業としております。 

＜調剤薬局事業＞ 

 当社グループは、コア事業として調剤薬局事業を展開しております。「医薬分業」は近年、医薬分業率が約６割にな

るなど日本国内に普及・定着してきている中、当社及び子会社7社で行っております。大型総合病院前の門前型調剤薬

局を主たる店舗スタイルとして、国内の調剤薬局企業として随一の全国店舗展開を行っております。 

＜医薬品製造販売事業＞ 

 国の医療費抑制施策を背景として、市場拡大が期待されるジェネリック医薬品の製造販売に特化した事業でありま

す。平成17年1月に子会社「日本ジェネリック株式会社」を設立し、同年4月の改正薬事法施行に伴う医薬品製造販売企

業としての承認を得て、平成18年4月からはジェネリック医薬品の全国販売を開始いたしました。また平成19年から自

社による承認製品の販売もスタートさせております。平成19年には医薬研究所を開設、また茨城県つくば市に工場を取

得し、平成22年秋に向けて自社工場による医薬品製造を予定しており、本格的なジェネリック医薬品市場の拡大に向け

た活動を行っております。 

＜労働者派遣紹介事業＞ 

 調剤薬局事業で培った人材ノウハウを活用して、医療関係者を対象とした労働者派遣紹介事業として、子会社「株式

会社メディカルリソース」を全国展開しております。薬剤師の派遣紹介事業ではトップ企業のポジションにあり、日本

調剤グループへの人材供給はもちろん、他の調剤薬局への薬剤師の派遣・紹介活動を行っております。また医師、看護

師向けの転職支援事業についても、新たに事業展開を開始しております。 

＜その他事業＞ 

 製薬メーカーのMR（医療情報担当者）を対象とした教育研修及びＣＳＯ事業を、「株式会社メディカルリソース」で

行っております。 

 

 当連結会計年度末における、当社グループの事業の系統図は、以下のとおりであります。 

＊有限会社中島薬局は、全株式取得により平成21年5月29日より当社連結子会社となっております。また厚生堂薬品株式

会社は、同じく全株式取得により平成22年1月29日より当社連結子会社となっております。 



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題 

  

 平成21年3月期決算短信（平成21年4月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.nicho.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compseach/index.html 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,706,857 7,767,064

売掛金 9,447,128 11,862,041

商品及び製品 5,150,769 5,231,599

原材料及び貯蔵品 － 106,772

繰延税金資産 524,359 770,650

その他 1,278,923 872,692

貸倒引当金 △10,509 △12,413

流動資産合計 22,097,528 26,598,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,543,123 13,701,968

減価償却累計額 △4,395,177 △5,266,948

建物及び構築物（純額） 6,147,946 8,435,019

機械装置及び運搬具 27,889 27,889

減価償却累計額 △15,708 △18,330

機械装置及び運搬具（純額） 12,181 9,559

土地 9,559,933 9,647,399

リース資産 145,986 189,099

減価償却累計額 △5,363 △17,530

リース資産（純額） 140,622 171,568

建設仮勘定 6,890,550 4,843,019

その他 2,691,378 3,680,102

減価償却累計額 △1,737,677 △2,244,299

その他（純額） 953,700 1,435,803

有形固定資産合計 23,704,935 24,542,369

無形固定資産   

のれん 2,512,677 4,289,077

その他 1,182,817 1,408,932

無形固定資産合計 3,695,494 5,698,009

投資その他の資産   

投資有価証券 612,102 517,726

長期貸付金 926,497 833,114

敷金及び保証金 4,961,677 5,184,406

前払年金費用 254,154 232,916

繰延税金資産 104,203 134,672

その他 720,998 937,132

投資その他の資産合計 7,579,633 7,839,969

固定資産合計 34,980,063 38,080,348

資産合計 57,077,592 64,678,755



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,650,064 16,072,705

短期借入金 4,431 2,034,630

1年内償還予定の社債 1,500,000 7,000,000

1年内返済予定の長期借入金 3,464,652 2,203,531

リース債務 10,857 13,724

未払法人税等 403,052 1,221,963

賞与引当金 920,702 1,100,433

役員賞与引当金 70,000 85,000

売上割戻引当金 182,652 328,092

その他 1,590,871 1,641,940

流動負債合計 22,797,285 31,702,021

固定負債   

社債 7,000,000 －

長期借入金 15,865,239 20,771,708

リース債務 136,796 166,836

退職給付引当金 163,837 167,095

役員退職慰労引当金 383,840 447,500

その他 4,848 18,488

固定負債合計 23,554,562 21,571,628

負債合計 46,351,848 53,273,650

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 4,110,135 5,221,792

自己株式 △2,040,170 △2,441,840

株主資本合計 10,777,254 11,487,242

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,511 △82,136

評価・換算差額等合計 △51,511 △82,136

純資産合計 10,725,743 11,405,105

負債純資産合計 57,077,592 64,678,755



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 85,891,964 98,260,133

売上原価 72,189,847 81,976,431

売上総利益 13,702,116 16,283,701

販売費及び一般管理費 11,483,740 12,733,734

営業利益 2,218,376 3,549,966

営業外収益   

受取利息 7,054 2,398

受取手数料 13,573 30,485

受取賃貸料 105,000 86,767

助成金収入 － 37,039

その他 66,764 69,714

営業外収益合計 192,392 226,406

営業外費用   

支払利息 360,364 496,970

支払手数料 139,613 89,223

その他 108,769 91,962

営業外費用合計 608,747 678,156

経常利益 1,802,021 3,098,216

特別利益   

固定資産売却益 11,071 0

投資有価証券売却益 － 37,000

貸倒引当金戻入額 － 110

保険差益 18,623 －

保険解約返戻金 8,908 －

移転補償金 164,340 －

受取補償金 － 4,800

特別利益合計 202,943 41,910

特別損失   

固定資産売却損 496 8

固定資産除却損 35,982 117,802

賃貸借契約解約損 14,062 82,169

投資有価証券評価損 10,503 －

会員権評価損 461 －

減損損失 2,961 22,119

和解金 － 10,500

特別損失合計 64,468 232,599

税金等調整前当期純利益 1,940,496 2,907,527

法人税、住民税及び事業税 1,219,849 1,703,295

法人税等調整額 299,830 △200,105

法人税等合計 1,519,680 1,503,190

当期純利益 420,815 1,404,336



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,953,025 3,953,025

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,953,025 3,953,025

資本剰余金   

前期末残高 4,754,265 4,754,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,754,265 4,754,265

利益剰余金   

前期末残高 3,990,914 4,110,135

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 420,815 1,404,336

当期変動額合計 119,220 1,111,657

当期末残高 4,110,135 5,221,792

自己株式   

前期末残高 △540,429 △2,040,170

当期変動額   

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

当期変動額合計 △1,499,741 △401,669

当期末残高 △2,040,170 △2,441,840

株主資本合計   

前期末残高 12,157,775 10,777,254

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 420,815 1,404,336

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

当期変動額合計 △1,380,520 709,987

当期末残高 10,777,254 11,487,242



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 273,252 △51,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △324,763 △30,625

当期変動額合計 △324,763 △30,625

当期末残高 △51,511 △82,136

純資産合計   

前期末残高 12,431,027 10,725,743

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 420,815 1,404,336

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △324,763 △30,625

当期変動額合計 △1,705,284 679,361

当期末残高 10,725,743 11,405,105



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,940,496 2,907,527

減価償却費 1,394,501 1,727,194

長期前払費用償却額 310,721 192,079

減損損失 2,961 22,119

のれん償却額 297,202 189,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,516 404

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,704 176,688

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 91,099 145,439

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17,500 15,000

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 5,098 20,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,389 63,660

受取利息及び受取配当金 △14,336 △8,429

支払利息 360,364 496,970

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10,503 △37,000

賃貸借契約解約損 14,062 82,169

固定資産除却損 35,982 117,802

固定資産売却益 △11,071 △0

固定資産売却損 496 8

和解金 － 10,500

売上債権の増減額（△は増加） △954,973 △2,328,195

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,101,635 △119,883

仕入債務の増減額（△は減少） 994,636 1,040,037

前払費用の増減額（△は増加） △55,327 2,297

未払費用の増減額（△は減少） 53,085 64,872

その他 △188,112 438,650

小計 3,309,834 5,219,736

利息及び配当金の受取額 14,336 8,429

利息の支払額 △339,554 △490,096

法人税等の支払額 △2,132,340 △893,652

和解金の支払額 － △10,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 852,276 3,833,917



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △8,965,314 △2,697,850

有形固定資産の売却による収入 20,850 2,005

無形固定資産の取得による支出 △475,812 △425,780

事業譲受による支出 △194,649 △318,123

長期前払費用の増加による支出 △130,216 △239,427

投資有価証券の売却による収入 － 80,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△69,510 △1,499,774

貸付金の実行による支出 △90,696 △23,000

貸付金の回収による収入 112,568 116,397

敷金及び保証金の差入による支出 △447,817 △440,896

敷金及び保証金の回収による収入 123,975 118,053

その他 △8,130 △10,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,124,753 △5,338,503

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 1,995,568

長期借入れによる収入 15,000,000 7,110,000

長期借入金の返済による支出 △3,797,605 △3,464,652

社債の償還による支出 △160,000 △1,500,000

リース債務の返済による支出 △5,631 △12,642

自己株式の売却による収入 － 5,912

自己株式の取得による支出 △1,499,741 △407,236

配当金の支払額 △301,595 △292,679

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,233,426 3,434,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,051 1,929,683

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期末残高 5,706,857 7,636,541



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益への影響は軽微であります。また、セグメント情

報に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については従

来、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、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。なお、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。また、セグメン

ト情報に与える影響は軽微であります。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。また、セグメント情

報に与える影響はありません。 

  

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(連結貸借対照表） 

建設協力金は、前連結会計年度まで、「敷金及び保証

金」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度よ

り流動資産の「その他」（短期貸付金）および「長期貸

付金」に含めて表示しております。 

なお、前連結会計年度末において「敷金及び保証金」に

含まれる建設協力金は、1,482,802千円であります。 

(連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「商品及び製品」に含めてい

た「原材料及び貯蔵品」は今後重要性が増すことが見込

まれるため、当連結会計年度では区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「商品及び製品」に含まれ

る「原材料及び貯蔵品」は39,688千円であります。 



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、当社グループが顧客に対して提供するサービスの類似性に従って区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,273,301千円であり、その主

なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は1,980,300千円であり、その主なものは投資

有価証券であります。 

  
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） 

Ⅰ 売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
82,655,881 1,230,366 1,955,651 50,064 85,891,964 － 85,891,964 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 2,566,400 282,115 5,508 2,854,025 △2,854,025 － 

計 82,655,881 3,796,767 2,237,767 55,573 88,745,989 △2,854,025 85,891,964 

営業費用 77,464,314 4,770,759 1,841,018 117,263 84,193,356 △519,768 83,673,587 

営業利益（又は営業

損失△） 
5,191,566 △973,991 396,748 △61,690 4,552,633 △2,334,256 2,218,376 

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
              

資産 42,111,156 13,338,407 559,700 5,230 56,014,495 1,063,097 57,077,592 

減価償却費 1,632,120 229,236 17,272 1,979 1,880,610 208,282 2,088,892 

減損損失 2,961 － － － 2,961 － 2,961 

資本的支出 2,967,351 7,001,983 55,312 893 10,025,540 257,779 10,283,320 

事業区分 主要な商品・製品及びサービス 

調剤薬局事業 調剤薬品、一般医薬品等 

医薬品製造販売事業 ジェネリック医薬品の製造、販売 

労働者派遣紹介事業 労働者の派遣、紹介 

 その他事業 医薬品販売業務受託事業（CSO事業） 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、当社グループが顧客に対して提供するサービスの類似性に従って区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,646,429千円であり、その主

なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,325,515千円であり、その主なものは敷金

及び保証金、ソフトウェアおよび投資有価証券であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度および当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在

外支店が無いため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 前連結会計年度および当連結会計年度において、海外売上高が無いため、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） 

Ⅰ 売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
93,801,995 2,335,669 2,102,081 20,386 98,260,133 － 98,260,133 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 2,618,299 249,331 12,424 2,880,055 △2,880,055 － 

計 93,801,995 4,953,969 2,351,413 32,811 101,140,188 △2,880,055 98,260,133 

営業費用 87,572,360 5,399,323 2,007,644 38,005 95,017,334 △307,167 94,710,166 

営業利益（又は営業

損失△） 
6,229,634 △445,354 343,768 △5,194 6,122,854 △2,572,887 3,549,966 

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
              

資産 47,459,455 14,729,251 735,027 2,732 62,926,466 1,752,288 64,678,755 

減価償却費 1,687,785 204,387 26,184 792 1,919,150 250,031 2,169,181 

減損損失 22,119 － － － 22,119 － 22,119 

資本的支出 4,242,278 898,822 135,845 － 5,276,946 608,357 5,885,304 

事業区分 主要な商品・製品及びサービス 

調剤薬局事業 調剤薬品、一般医薬品等 

医薬品製造販売事業 ジェネリック医薬品の製造、販売 

労働者派遣紹介事業 労働者の派遣、紹介 

 その他事業 医薬品販売業務受託事業（CSO事業） 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

       ２．  １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ESOP信託口・75377口）が所有する当社株式については、連結財

務諸表において自己株式として会計処理しているため、上記の「普通株式の期中平均株式数」及び「期末の普通株式の

数」は、当該株式の数をそれぞれ12,412株、158,740株控除し算定しております。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,465円87銭

１株当たり当期純利益 56円95銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないために記載しておりません。

１株当たり純資産額      1,593円28銭

１株当たり当期純利益   192円25銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないために記載しておりません。

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 420,815  1,404,336 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

（千円） 
―  ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 420,815       1,404,336 

普通株式の期中平均株式数（株） 7,389,545 7,304,584 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

普通株式増加数（株） ― ― 

（うち新株引受権） ― ―  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

      ──────       ────── 

  
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 10,725,743 11,405,105 

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円） 
― ― 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,725,743 11,405,105 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
7,316,996 7,158,256 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   1．株式取得による会社等の買収 

  平成22年4月30日開催の取締役会において、調剤薬局経営のアイケイファーマシー株式会社の全株式を取得して

完全子会社とすることを決議し、同日に全株式を取得いたしました。 

(1) 取得の目的 

    調剤薬局事業の関東地区及び大阪地区への更なる規模拡大を図ることを目的としております。 

(2) 株式の取得先 

   稲畑産業株式会社 

(3)  子会社の概要 

     (名称）     アイケイファーマシー株式会社 

    （事業内容） 調剤薬局の経営 

              (群馬県前橋市内に1店舗、埼玉県川越市内に1店舗、大阪市内に2店舗、大阪府高槻市内に1店舗） 

    （規模）   資本金      200,000千円（平成21年12月31日現在) 

(4) 株式取得の時期     平成22年4月30日 

(5) 取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式の状況 

     取得株式数         4,000株 

   取得金額        3,592,304千円 

     取得前の所有株式数        0株（所有割合   0.00％） 

     取得後の所有株式数     4,000株（所有割合  100.0％） 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,109,738 6,680,088

売掛金 8,394,375 9,910,690

商品及び製品 2,995,090 2,263,334

関係会社短期貸付金 8,007,188 5,232,614

前払費用 465,976 466,934

繰延税金資産 461,432 623,749

その他 422,052 345,635

貸倒引当金 △8,376 △8,967

流動資産合計 25,847,477 25,514,081

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,000,506 10,230,760

減価償却累計額 △3,842,854 △4,469,020

建物（純額） 5,157,652 5,761,739

構築物 730,310 845,570

減価償却累計額 △376,733 △443,921

構築物（純額） 353,577 401,649

船舶 30,757 30,757

減価償却累計額 △29,834 △30,141

船舶（純額） 922 615

車両運搬具 22,137 22,137

減価償却累計額 △15,708 △18,330

車両運搬具（純額） 6,429 3,807

工具、器具及び備品 2,025,823 2,839,366

減価償却累計額 △1,313,532 △1,647,074

工具、器具及び備品（純額） 712,291 1,192,291

土地 6,842,273 6,920,830

リース資産 145,986 189,099

減価償却累計額 △5,363 △17,530

リース資産（純額） 140,622 171,568

建設仮勘定 1,282,703 562,326

有形固定資産合計 14,496,473 15,014,828

無形固定資産   

のれん 1,824,931 1,983,659

借地権 476,487 474,156

ソフトウエア 418,943 594,387

電話加入権 38,762 38,762

無形固定資産合計 2,759,125 3,090,966

投資その他の資産   

投資有価証券 611,832 517,381



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

関係会社株式 1,206,559 2,734,623

長期貸付金 925,867 833,114

関係会社長期貸付金 6,660,000 8,110,000

破産更生債権等 147 147

長期前払費用 577,428 792,726

敷金及び保証金 4,871,259 4,979,186

前払年金費用 254,154 232,916

繰延税金資産 90,407 113,983

その他 109,441 117,181

投資その他の資産合計 15,307,096 18,431,261

固定資産合計 32,562,695 36,537,056

資産合計 58,410,172 62,051,137

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,265,338 14,414,541

関係会社短期借入金 350,000 580,000

1年内償還予定の社債 1,500,000 7,000,000

1年内返済予定の長期借入金 3,464,652 2,203,531

リース債務 10,857 13,724

未払金 331,130 688,083

未払費用 313,226 386,459

未払法人税等 369,726 1,014,583

預り金 64,004 71,237

前受収益 45,074 22,036

賞与引当金 830,975 966,112

役員賞与引当金 35,000 50,000

その他 20,580 29,185

流動負債合計 21,600,567 27,439,497

固定負債   

社債 7,000,000 －

長期借入金 15,865,239 20,771,708

リース債務 136,796 166,836

退職給付引当金 139,283 133,436

役員退職慰労引当金 357,941 408,176

その他 4,848 4,688

固定負債合計 23,504,111 21,484,846

負債合計 45,104,678 48,924,343



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,953,025 3,953,025

資本剰余金   

資本準備金 4,754,265 4,754,265

資本剰余金合計 4,754,265 4,754,265

利益剰余金   

利益準備金 20,000 20,000

その他利益剰余金   

別途積立金 130,000 130,000

繰越利益剰余金 6,539,885 6,793,374

利益剰余金合計 6,689,885 6,943,374

自己株式 △2,040,170 △2,441,840

株主資本合計 13,357,004 13,208,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,511 △82,029

評価・換算差額等合計 △51,511 △82,029

純資産合計 13,305,493 13,126,794

負債純資産合計 58,410,172 62,051,137



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

調剤売上高 77,825,267 89,442,894

商品売上高 1,282,035 1,317,602

売上高合計 79,107,302 90,760,497

売上原価   

調剤売上原価 67,394,625 76,972,449

商品売上原価   

商品期首たな卸高 399,730 407,801

当期商品仕入高 823,503 961,346

合計 1,223,234 1,369,147

商品期末たな卸高 407,801 469,618

商品売上原価 815,433 899,529

売上原価合計 68,210,059 77,871,978

売上総利益 10,897,243 12,888,518

販売費及び一般管理費 8,382,765 9,507,221

営業利益 2,514,478 3,381,296

営業外収益   

受取利息 57,649 7,096

受取手数料 12,883 29,930

受取賃貸料 105,000 86,477

業務委託料 19,190 9,910

助成金収入 － 37,039

その他 52,199 57,323

営業外収益合計 246,922 227,777

営業外費用   

支払利息 204,882 344,989

社債利息 158,111 150,682

支払手数料 139,613 89,223

その他 103,189 85,132

営業外費用合計 605,797 670,028

経常利益 2,155,603 2,939,045

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 249,251 －

固定資産売却益 11,071 －

投資有価証券売却益 － 37,000

保険差益 18,623 －

受取補償金 － 4,800

移転補償金 164,340 －

特別利益合計 443,286 41,800



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 496 8

固定資産除却損 32,755 115,072

賃貸借契約解約損 14,062 81,997

投資有価証券評価損 10,503 －

会員権評価損 461 －

減損損失 2,961 22,119

関係会社支援損 342,613 892,315

和解金 － 10,500

特別損失合計 403,855 1,122,012

税引前当期純利益 2,195,034 1,858,832

法人税、住民税及び事業税 1,066,546 1,477,624

法人税等調整額 298,757 △164,960

法人税等合計 1,365,304 1,312,663

当期純利益 829,730 546,168



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,953,025 3,953,025

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,953,025 3,953,025

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,754,265 4,754,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,754,265 4,754,265

資本剰余金合計   

前期末残高 4,754,265 4,754,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,754,265 4,754,265

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 20,000 20,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,000 20,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 130,000 130,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 130,000 130,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,011,749 6,539,885

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 829,730 546,168

当期変動額合計 528,135 253,489

当期末残高 6,539,885 6,793,374

利益剰余金合計   

前期末残高 6,161,749 6,689,885

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 829,730 546,168

当期変動額合計 528,135 253,489

当期末残高 6,689,885 6,943,374

自己株式   

前期末残高 △540,429 △2,040,170

当期変動額   

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

当期変動額合計 △1,499,741 △401,669

当期末残高 △2,040,170 △2,441,840

株主資本合計   

前期末残高 14,328,610 13,357,004

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 829,730 546,168

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

当期変動額合計 △971,606 △148,180

当期末残高 13,357,004 13,208,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 273,252 △51,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △324,763 △30,518

当期変動額合計 △324,763 △30,518

当期末残高 △51,511 △82,029

純資産合計   

前期末残高 14,601,863 13,305,493

当期変動額   

剰余金の配当 △301,595 △292,679

当期純利益 829,730 546,168

自己株式の取得 △1,499,741 △407,236

自己株式の処分 － 5,566

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △324,763 △30,518

当期変動額合計 △1,296,369 △178,699

当期末残高 13,305,493 13,126,794



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

６.その他 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度の調剤薬局事業（連結）の処方せん枚数は以下のとおりであります。 

地域 

前連結会計年度 当連結会計年度 

前年同期比（％） 
処方せん枚数（千枚） 

（構成割合） 
処方せん枚数（千枚） 

（構成割合） 

北海道 
947 

（12.3％） 

958 

（11.8％） 
101.1 

東北 
954 

（12.4％） 

968 

（12.0％） 
101.5 

関東甲信越 
3,505 

（45.4％） 

3,741 

（46.3％） 
106.8 

東海 
532 

（6.9％） 

535 

（6.7％） 
100.6 

関西・北陸 
906 

（11.8％） 

932 

（11.5％） 
102.9 

中国 
406 

（5.3％） 

453 

（5.6％） 
111.7 

四国 
156 

（2.0％） 

172 

（2.1％） 
109.9 

九州 
304 

（3.9％） 

325 

（4.0％） 
106.9 

合計 
7,712 

（100.0％）

8,087 

（100.0％）
104.9 
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