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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、平成22年６月期第３四半期は１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

(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6月期第3四半期 3,808 0.6 103 △37.3 119 △24.8 △78 ―
21年6月期第3四半期 3,785 ― 165 ― 159 ― 92 ―

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6月期第3四半期 △16,026.99 ―
21年6月期第3四半期 18,986.28 18,755.02

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6月期第3四半期 2,029 636 31.4 130,245.46
21年6月期 2,150 714 33.2 146,193.44

（参考） 自己資本  22年6月期第3四半期  636百万円 21年6月期  714百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 4,839 △4.0 48 △71.1 61 △61.5 △68 ― △14,003.77
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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. その他をご覧ください。〕 

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は合理的と判断される条件・計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なることが
ありえます。 

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6月期第3四半期 4,890株 21年6月期 4,890株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期 ―株 21年6月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 4,890株 21年6月期第3四半期 4,866株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気対策の効果により一部の市場で底打ち感がみ
られるものの、企業収益は減少傾向が続くなど依然として厳しいまま推移しております。また雇用情勢の
悪化などによる先行きへの不安感から一層の節約志向が強まっており、個人消費は依然として低調に推移
しており、厳しい状況が続いております。 
当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業において、平成20年４月に調剤報酬改定及び薬価基準の
見直しが実施され、薬価基準は薬価ベースで5.2％のダウンとなり、依然厳しい収益環境が続いておりま
す。医薬分業率に関しましては、平成21年２月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
68.9％（前年同月66.8％。全国では61.2％（同59.5％））となっており、伸び率の鈍化傾向が顕著となっ
ております。 
このような環境のなか、当社グループは「質の高い健康を提案するトータルコーディネート会社」とし
て、調剤薬局事業、福祉事業及び不動産関連事業の各事業を展開してまいりました。これらの結果、当第
３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,808,976千円（前年同期比0.6％増）、経常利益119,762千円
（同24.8％減）、また、貸倒引当金繰入額を特別損失として計上したこと等により四半期純損失78,371千
円（前年同期は四半期純利益92,387千円）となりました。 
  

①調剤薬局事業 

調剤薬局事業は、平成20年４月に実施された調剤報酬改定及び薬価基準の見直しの影響を受けました
が、前連結会計年度に引続き、処方日数の長期化により処方箋単価が増加傾向にあることで既存店舗の売
上高が好調に推移しております。しかしながら利益面では処方箋単価の増加等により売上高に占める薬剤
料比率が増加していること等で、営業費用が増加しております。この結果、売上高は3,616,391千円（前
年同期比7.6％増）、営業利益は233,227千円（同8.3％減）となりました。 
  

②福祉事業 

福祉事業は、引き続き自社サービス品質の維持向上を目標とし、入居者様及び通所者様本意の施設を目
指して堅実に事業を推進してまいりましたが、求めるスキルを備える介護職員を確保するための費用等が
徐々に増加し前第３四半期連結累計期間を上回りました。この結果、売上高は175,497千円（前年同期比
3.2％減）、営業損失は4,020千円（前年同期は営業利益10,344千円）となりました。 
  

③不動産関連事業 

不動産関連事業におきましては、不動産賃貸・管理収入が主なものであります。 

  

 

 (1)財政状態 

第３四半期連結会計期間末における総資産は2,029,548千円（前連結会計年度末比120,772千円の減少）

となりました。 これは北日本化学株式会社に対する貸付債権に取立遅延が生じたことにより貸倒引当金

を142,251千円計上したこと等によります。 

 また、負債は1,392,648千円（前連結会計年度末比42,786千円の減少）となりました。これは調剤薬局

事業において、薬価基準の見直しが平成22年４月に実施されましたが、これを見越して同年３月までの医

薬品の仕入を抑え気味にしていたことにより買掛金が前連結会計年度末比75,413千円の減少となったこと

等によります。  

 純資産については、四半期純損失78,371千円を計上したこと等により、636,900千円（前連結会計年度

末比77,985千円の減少）となりました。  

  

・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
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は272,405千円となり、前連結会計年

度末と比較して6,981千円の減少となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、31,418千円（前年同期比81.4％

減）となりました。これは調剤薬局事業が好調に推移していることに伴い売上債権が21,327千円、たな卸

資産が10,752千円それぞれ増加、また、薬価基準の見直しが平成22年４月に実施されましたが、これを見

越して同年３月までの医薬品の仕入を考慮していたことにより仕入債務が75,413千円の減少によるもの、

また、北日本化学株式会社への貸付債権について貸倒引当金を計上したこと等により貸倒引当金が

142,456千円増加したことが主要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、33,706千円（前年同期比46.8％

減）となりました。これは札幌市厚別区の土地建物の取得等により有形固定資産の取得による支出が

118,598千円でありましたが、北日本化学株式会社からの貸付金の返済により長期貸付金の回収による収

入17,465千円及び同社への貸付金の一部を約束手形で弁済された営業外受取手形の決済により短期貸付金

の回収による収入が70,825千円であったこと等によります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、4,694千円（前年同期比96.6％

減）となりました。これは土地建物取得資金として長期借入金90,000千円を調達したことにより長期借入

れによる収入が増加しておりますが、長期借入金の約定返済が65,490千円及びリース債務の返済による支

出が29,203千円であったことによります。 

  

平成22年６月期の連結業績予想につきましては、業績予想の修正に関するお知らせ（平成22年２月４日
発表）掲載の業績予想値と変更ありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在におい
て入手可能な情報を前提としており、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なることが
ありえます。 
  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
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。 
  
②四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。 

  

該当事項はありません。 

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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 272,405 279,387

受取手形及び売掛金 740,667 719,340

商品 175,327 174,013

原材料 5,753 143

繰延税金資産 14,898 5,094

営業外受取手形 － 70,825

1年内回収予定の長期貸付金 － 127,701

その他 26,865 43,461

貸倒引当金 △7,406 △7,201

流動資産合計 1,228,510 1,412,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 287,688 292,028

機械装置及び運搬具（純額） 353 650

工具、器具及び備品（純額） 26,941 24,396

リース資産（純額） 97,244 97,720

土地 276,170 183,945

有形固定資産合計 688,398 598,743

無形固定資産 29,645 22,874

投資その他の資産   

投資有価証券 2,052 954

長期貸付金 226,709 116,473

繰延税金資産 12,607 13,705

敷金及び保証金 57,155 58,362

その他 10,914 10,158

貸倒引当金 △226,709 △84,458

投資その他の資産合計 82,729 115,195

固定資産合計 800,772 736,813

繰延資産 265 742

資産合計 2,029,548 2,150,321
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 791,252 866,666

1年内返済予定の長期借入金 81,855 78,426

未払金 21,881 29,719

未払法人税等 30,117 45,974

賞与引当金 31,537 －

その他 53,917 60,272

流動負債合計 1,010,562 1,081,059

固定負債   

長期借入金 255,353 234,273

繰延税金負債 261 －

その他 126,471 120,102

固定負債合計 382,086 354,376

負債合計 1,392,648 1,435,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 282,117 282,117

資本剰余金 178,617 178,617

利益剰余金 175,779 254,151

株主資本合計 636,513 714,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 386 －

評価・換算差額等合計 386 －

純資産合計 636,900 714,885

負債純資産合計 2,029,548 2,150,321
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,785,809 3,808,976

売上原価 3,377,785 3,526,972

売上総利益 408,024 282,003

販売費及び一般管理費 242,568 178,203

営業利益 165,455 103,800

営業外収益   

受取利息及び配当金 541 12,340

助成金収入 5,348 10,411

受取地代家賃 2,963 2,842

受取保険料 4,868 196

その他 1,393 926

営業外収益合計 15,114 26,718

営業外費用   

支払利息 15,340 9,493

株式交付費償却 477 477

手形売却損 1,460 －

その他 4,006 785

営業外費用合計 21,283 10,756

経常利益 159,286 119,762

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,946 －

固定資産売却益 285 －

投資有価証券売却益 999 －

特別利益合計 15,232 －

特別損失   

固定資産除却損 57 188

固定資産売却損 11,523 377

減損損失 － 300

たな卸資産廃棄損 1,721 3,828

前期損益修正損 － 3,469

投資有価証券評価損 2,116 －

貸倒引当金繰入額 － 142,251

特別損失合計 15,419 150,416

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

159,098 △30,653

法人税、住民税及び事業税 78,098 56,424

法人税等調整額 △11,386 △8,705

法人税等合計 66,711 47,718

四半期純利益又は四半期純損失（△） 92,387 △78,371
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,192,254 1,236,909

売上原価 1,137,924 1,147,311

売上総利益 54,329 89,597

販売費及び一般管理費 78,784 51,959

営業利益又は営業損失（△） △24,454 37,637

営業外収益   

受取利息及び配当金 179 62

助成金収入 4,761 9,548

受取地代家賃 969 961

受取保険料 4,806 159

その他 275 248

営業外収益合計 10,992 10,980

営業外費用   

支払利息 4,678 3,219

株式交付費償却 159 159

手形売却損 634 －

その他 1,341 660

営業外費用合計 6,813 4,039

経常利益又は経常損失（△） △20,275 44,579

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,946 312

特別利益合計 13,946 312

特別損失   

固定資産除却損 57 －

固定資産売却損 11,523 －

たな卸資産廃棄損 10 1,216

投資有価証券評価損 182 －

貸倒引当金繰入額 － 48,095

特別損失合計 11,773 49,311

税金等調整前四半期純損失（△） △18,102 △4,419

法人税、住民税及び事業税 19,114 29,161

法人税等調整額 △10,778 △11,602

法人税等合計 8,335 17,559

四半期純損失（△） △26,438 △21,978

－8－

㈱オストジャパングループ（2757）平成22年６月期 第３四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

159,098 △30,653

減価償却費 101,624 63,133

減損損失 － 300

のれん償却額 8,419 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,689 142,456

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,820 31,537

受取利息及び受取配当金 △541 △12,340

支払利息 15,340 9,493

有形固定資産売却損益（△は益） 11,237 377

投資有価証券売却損益（△は益） △999 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,116 －

株式交付費償却 477 477

有形固定資産除却損 57 188

たな卸資産廃棄損 1,721 3,828

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,153 3,657

その他の資産の増減額（△は増加） 3,184 12,965

売上債権の増減額（△は増加） △10,056 △21,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,208 △10,752

仕入債務の増減額（△は減少） △66,803 △75,413

未払金の増減額（△は減少） 6,526 △8,176

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,570 96

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,320 1,016

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 39,070 △1,393

その他 △14,209 △7,981

小計 221,141 101,489

利息及び配当金の受取額 541 12,340

利息の支払額 △15,203 △9,509

法人税等の支払額 △37,274 △72,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,205 31,418

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 △56,180 △118,598

有形固定資産の売却による収入 4,380 1,477

無形固定資産の取得による支出 △1,721 △3,180

投資有価証券の取得による支出 △453 △450

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

短期貸付金の回収による収入 － 70,825

長期貸付金の回収による収入 － 17,465

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10,436 △1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,410 △33,706

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 90,000

長期借入金の返済による支出 △75,794 △65,490

社債の償還による支出 △25,000 －

株式の発行による収入 5,500 －

配当金の支払額 △4 －

リース債務の返済による支出 △41,774 △29,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,073 △4,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,278 △6,981

現金及び現金同等物の期首残高 303,049 279,387

現金及び現金同等物の四半期末残高 271,770 272,405
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、業種業態に照らし区分を行っております。 

２ 各区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

 (1) 調剤薬局事業：調剤薬局の経営 

 (2) 福祉事業：福祉施設の経営 

  (3)  研究開発事業：化粧品の開発製造及び健康食品等原料製造を含む受託研究 

 (4) 不動産関連事業：不動産賃貸・管理業務等 

３ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「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）

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べて、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は、研究開発事業で6,094千円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）及び

「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19年３月30日）を早期

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べて、当第３四半期連結累計期間の営

業利益は、調剤薬局事業で3,427千円、福祉事業で225千円及び研究開発事業で830千円それぞれ増加し、消

去及び全社で250千円減少しております。 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「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」に記載のとおり、法人税

法の改正（法律第23号 平成20年４月30日）に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これ

を契機に当社グループの機械装置について耐用年数を再検証したところ、従来の９年より10年が実態に即

していると判断いたしました。これにより、第１四半期連結会計期間より10年に変更しております。この

変更は、研究開発事業の営業利益に影響を与えますが、軽微であります。 

  

(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】

調剤薬局 
事業 
(千円)

福祉事業
(千円)

研究開発
事業 
（千円）

不動産関連
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

3,362,379 181,313 232,422 9,694 3,785,809 ― 3,785,809

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,085 ― 295 9,981 12,361 (12,361) ―

計 3,364,464 181,313 232,718 19,675 3,798,171 (12,361) 3,785,809

営業利益 254,366 10,344 47,823 15,400 327,934 (162,479) 165,455
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、業種業態に照らし区分を行っております。 

２ 各区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

 (1) 調剤薬局事業：調剤薬局の経営 

 (2) 福祉事業：福祉施設の経営 

 (3) 不動産関連事業：不動産賃貸・管理業務等 

３ 追加情報 

前連結会計年度まで研究開発事業を行っていた北日本化学株式会社は平成21年６月29日付で発行済全株式

を譲渡いたしましたので、当社グループ会社ではなくなり、第１四半期連結会計期間より調剤薬局事業、

福祉事業及び不動産関連事業の３事業区分としております。 

なお、北日本化学株式会社が連結除外になったことに伴う他の事業セグメントに与える影響はありませ

ん。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

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

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

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

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上がないため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上がないため該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

調剤薬局 
事業 
(千円)

福祉事業
(千円)

不動産関連
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

3,616,391 175,497 16,787 3,808,676 300 3,808,976

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

101 ― 9,981 10,082 (10,082) ―

計 3,616,492 175,497 26,768 3,818,759 (9,782) 3,808,976

営業利益又は 
営業損失（△）

233,227 △4,020 16,024 245,231 (141,430) 103,800

【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
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