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（百万円未満切捨て） 

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 
(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９月期第３四半期 30,585 11.9 1,170 16.6 1,016 16.7 383 126.7
21年９月期第３四半期 27,321 － 1,004 － 871 － 169 －

 

 
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９月期第３四半期 68.82 68.80
21年９月期第３四半期 6,077.01 6,076.14
（注）当社は、平成21年７月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いました。前期首に当該株

式分割が行われたと仮定した場合における前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は30

円39銭及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は30円38銭です。 

 

(2) 連結財政状態 

 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９月期第３四半期 21,148 4,246 18.7 609.07
21年９月期 19,695 3,292 15.3 550.38

（参考） 自己資本  22年９月期第３四半期 3,954百万円 21年９月期 3,022百万円 
 
２．配当の状況 

 年間配当金 

 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９月期 － 0.00 － 15.00 15.00
22年９月期 － 0.00 －  
22年９月期(予想)  18.00 18.00
（注）配当予想の当四半期における修正の有無：有 
 
３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

（％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 
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 40,203 9.3 1,523 5.8 1,369 8.2 453 5.1 78.08
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無：無 
 



４．その他（詳細は、[添付資料]Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください） 
 
(1) 期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年９月期第３四半期 6,492,400株 21年９月期 5,619,200株
② 期末自己株式数 22年９月期第３四半期 －株 21年９月期 128,400株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年９月期第３四半期 5,568,844株 21年９月期第３四半期 27,813株

 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の実績等は、業績変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

２．当社は平成22年６月７日を払込期日として公募増資を実施し、発行済株式数が741,600株増加しており、同時に

128,400株の自己株式の処分を行っております。また、当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式

の売出しに関連し、平成22年６月30日を払込期日として第三者割当増資を実施し、発行済株式数が130,000株増

加しております。 

  平成22年９月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益の計算においては、これらに伴い増加した発行済

株式数を考慮して算定しております。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日まで）における我が国経済

は、企業収益は持ち直しの傾向がみられるものの、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい

状況を脱するには至っておりません。 

当社グループの関わる医薬品業界におきましては高齢化の進展に伴う国民医療費の増加により、

中長期的なマーケットの拡大が見込まれる一方、スーパーマーケット等との差別化を急ぐドラッグ

ストア大手による調剤併設化の動きや、調剤薬局と同業種及び他業種企業間における資本・業務提

携等の業界再編の動きが加速しております。 

このような環境の中、当社グループは、積極的な医薬品ネットワークの加盟推進及び調剤薬局の

出店を図るとともに、グループ子会社の合併により本部組織の効率化、総額636百万円の公募増資

等により財務基盤の強化を図りました。 

また、当社は平成22年６月８日に東京証券取引所市場第一部銘柄の指定を受けております。 

当第３四半期連結累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の新規出店及び既

存店売上高の増加により売上高30,585百万円（前年同四半期比11.9％増）、営業利益1,170百万円（同

16.6％増）、経常利益1,016百万円（同16.7％増）、四半期純利益383百万円（同126.7％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、システム販売部門は大型案件がなかったことにより前年同四半期実績

を下回ったものの、医薬品ネットワーク部門における医薬品取扱高が順調に伸びたことから、本

事業の売上高は1,157百万円（前年同四半期比0.5％増）、営業利益は586百万円（同6.7％増）と

なりました。 

なお、平成22年６月30日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局561店舗、15病・医

院の合計576件（前連結会計年度末比31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（調剤薬局８店舗、

ドラッグストア４店舗）を事業譲受けにより取得したこと等により、当第３四半期連結累計期間

に調剤薬局13店舗、ドラッグストア５店舗が増加し、平成22年６月30日現在の店舗数は、調剤薬

局185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（前

連結会計年度末比18店舗増）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29,529百万円（前年同四半期比12.3％増）、営業利益1,088

百万円（同10.3％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３四半期連結累計期間における高齢者専用賃貸住宅「ウィステリ
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アＮ17」の新規入居件数は９件、平成22年６月30日現在の入居件数は46件と計画どおりに進捗い

たしました。以上の結果、本事業の売上高は675百万円（前年同四半期比0.6％増）、営業利益41

百万円（同71.0％増）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。新規案件が減少したことに伴い本事業の売上高は190百万円（前年同四半期比6.6％減）、営

業損失16百万円（前年同四半期は営業利益１百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は21,148百万円（前連結会計年度末比1,452百万円

増）となりました。主な要因は商品及び土地の増加によるものです。 

一方、負債の部においては、16,901百万円（前連結会計年度末比498百万円増）となりました。

主な要因は、買掛金、社債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、4,246百万円（前連結会計年度末比953百万円増）となりました。

主な要因は、新株発行等により資本金及び資本剰余金が578百万円増加したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累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1,985百万

円(前年同四半期末比181百万円増）となりました。当第３四半期連結累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1,417百万円（前年同四半期比431百万円増）となりました。主

な要因は、賞与引当金223百万円の減少及び法人税等の支払額682百万円があったものの、税金等

調整前四半期純利益1,002百万円、減価償却費444百万円等によるものです。 

 

（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1,398百万円(前年同四半期比905百万円増)となりました。主な

要因は、有形固定資産取得による支出960百万円及び事業譲受による支出438百万円等によるもの

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450百万円（前年同四半期は89百万円の使用）となりました。

主な要因は、リース債務の返済による支出216百万円があったものの、株式の発行による収入554

百万円及び自己株式の処分による収入81百万円があ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22年４月28日公表の連結業績予想に変更はありません。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

(簡便な会計処理) 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結

会計期間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。 

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、第２四半期連結会計期間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場合には、第２四半期連結会計期間末に

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,013,390 1,532,123

売掛金 2,524,099 2,495,931

債権売却未収入金 517,124 437,473

調剤報酬等購入債権 374,382 380,302

商品 1,623,826 1,312,220

仕掛品 13,024 10,157

貯蔵品 40,695 35,618

繰延税金資産 221,895 249,795

その他 603,083 786,540

貸倒引当金 △2,317 △2,415

流動資産合計 7,929,204 7,237,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,387,490 3,479,419

土地 2,400,249 1,533,679

建設仮勘定 12,263 504

その他（純額） 771,012 821,735

有形固定資産合計 6,571,015 5,835,338

無形固定資産   

のれん 4,448,948 4,629,798

ソフトウエア 56,006 69,057

その他 56,663 60,060

無形固定資産合計 4,561,617 4,758,916

投資その他の資産   

投資有価証券 58,523 64,484

差入保証金 1,417,130 1,287,004

繰延税金資産 461,279 365,748

その他 226,340 224,111

貸倒引当金 △76,921 △77,730

投資その他の資産合計 2,086,352 1,863,619

固定資産合計 13,218,986 12,457,874

資産合計 21,148,191 19,695,623
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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６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,279,204 3,979,678

短期借入金 1,463,000 1,540,000

1年内返済予定の長期借入金 805,776 874,765

1年内償還予定の社債 50,000 31,000

未払法人税等 140,127 366,372

賞与引当金 247,242 457,218

ポイント引当金 17,759 －

その他 2,104,809 1,787,888

流動負債合計 9,107,919 9,036,923

固定負債   

社債 200,000 －

長期借入金 6,216,871 6,080,000

繰延税金負債 473 7,614

退職給付引当金 457,352 383,308

役員退職慰労引当金 177,310 137,036

その他 741,708 757,782

固定負債合計 7,793,714 7,365,741

負債合計 16,901,634 16,402,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,091,001 813,520

資本剰余金 924,438 623,235

利益剰余金 1,949,457 1,648,595

自己株式 － △57,976

株主資本合計 3,964,897 3,027,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,172 △787

繰延ヘッジ損益 △6,418 △4,558

評価・換算差額等合計 △10,591 △5,345

少数株主持分 292,250 270,929

純資産合計 4,246,556 3,292,958

負債純資産合計 21,148,191 19,695,623
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 27,321,315 30,585,933

売上原価 17,863,140 20,121,922

売上総利益 9,458,174 10,464,010

販売費及び一般管理費 8,454,102 9,293,762

営業利益 1,004,071 1,170,247

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,441 2,709

保険解約返戻金 5,531 －

雑収入 29,490 31,729

営業外収益合計 36,462 34,438

営業外費用   

支払利息 167,543 155,825

社債発行費 － 1,997

株式交付費 － 8,633

上場関連費用 － 15,634

雑損失 1,734 5,882

営業外費用合計 169,278 187,974

経常利益 871,256 1,016,712

特別利益   

固定資産売却益 118 21

貸倒引当金戻入額 2,015 906

店舗売却益 12,496 －

過年度手数料調整金 202 －

特別利益合計 14,833 927

特別損失   

固定資産売却損 373 －

固定資産除却損 889 644

減損損失 4,494 12,233

投資有価証券評価損 57,786 －

貸倒引当金繰入額 15,858 －

事務所移転費用 8,170 619

店舗閉鎖損失 14,101 －

過年度取引価格調整金 6,977 1,432

特別損失合計 108,651 14,929

税金等調整前四半期純利益 777,437 1,002,710

法人税、住民税及び事業税 418,550 470,049

法人税等調整額 120,069 62,590

法人税等合計 538,619 532,639

少数株主利益 69,798 86,846

四半期純利益 169,019 383,224
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,230,606 10,022,522

売上原価 6,065,204 6,556,817

売上総利益 3,165,402 3,465,705

販売費及び一般管理費 2,858,758 3,159,858

営業利益 306,644 305,846

営業外収益   

受取利息及び配当金 173 2,203

保険解約返戻金 3 －

業務受託料 1,907 －

雑収入 5,950 9,795

営業外収益合計 8,034 11,998

営業外費用   

支払利息 55,755 50,993

社債発行費 － 1,997

株式交付費 － 8,631

上場関連費用 － 15,634

雑損失 431 2,143

営業外費用合計 56,187 79,401

経常利益 258,491 238,443

特別利益   

貸倒引当金戻入額 350 370

店舗売却益 12,496 －

投資有価証券評価損戻入益 7,068 －

特別利益合計 19,915 370

特別損失   

固定資産売却損 59 －

固定資産除却損 208 619

貸倒引当金繰入額 52 －

店舗閉鎖損失 11,908 －

特別損失合計 12,229 619

税金等調整前四半期純利益 266,177 238,195

法人税、住民税及び事業税 75,597 734

法人税等調整額 110,676 95,952

法人税等合計 186,274 96,686

少数株主利益 21,972 27,803

四半期純利益 57,930 113,704
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（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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 777,437 1,002,710

減価償却費 425,272 444,874

減損損失 4,494 12,233

のれん償却額 222,460 223,834

賞与引当金の増減額（△は減少） △192,084 △223,563

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,474 △906

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 1,907

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,575 58,349

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,303 40,274

受取利息及び受取配当金 △10,007 △10,210

支払利息 170,987 159,007

投資有価証券評価損益（△は益） 57,786 －

固定資産売却損益（△は益） 255 △21

固定資産除却損 15,745 644

店舗売却損益（△は益） △12,496 －

売上債権の増減額（△は増加） △157,862 △27,310

債権売却未収入金の増減額（△は増加） △32,404 △79,650

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） △8,399 5,920

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △4,067 △3,458

たな卸資産の増減額（△は増加） △359,533 △108,564

仕入債務の増減額（△は減少） 761,393 298,699

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,869 △23,107

その他 479,045 475,729

小計 2,229,506 2,247,391

利息及び配当金の受取額 9,924 10,292

利息の支払額 △169,713 △157,909

法人税等の支払額 △1,083,902 △682,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 985,815 1,417,587

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 △905 △10,903

定期預金の払戻による収入 － 6,051

有形固定資産の取得による支出 △504,370 △960,201

有形固定資産の売却による収入 7,243 174

無形固定資産の取得による支出 △4,748 △2,772

事業譲受による支出 △13,900 △438,816

事業譲渡による収入 35,138 1,086

貸付けによる支出 △1,890 △7,733

貸付金の回収による収入 24,065 26,462

差入保証金の差入による支出 △59,417 △35,330

差入保証金の回収による収入 21,993 32,505

その他 4,447 △8,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,344 △1,398,094
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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） △15,000 △77,000

長期借入れによる収入 1,125,000 840,000

長期借入金の返済による支出 △751,860 △803,097

社債の発行による収入 － 250,000

社債の償還による支出 △62,000 △31,000

リース債務の返済による支出 △214,904 △216,703

配当金の支払額 △55,755 △82,462

少数株主への配当金の支払額 △57,357 △65,526

自己株式の処分による収入 － 81,697

自己株式の取得による支出 △57,976 －

株式の発行による収入 － 554,963

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,854 450,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 403,616 470,363

現金及び現金同等物の期首残高 1,399,969 1,515,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,803,586 1,985,470
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

121,383 8,932,539 112,988 63,696 9,230,606 － 9,230,606

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

221,747 943 87,560 － 310,251 (310,251) －

計 343,130 8,933,483 200,548 63,696 9,540,858 (310,251) 9,230,606

営業利益又は 

営業損失(△) 
182,142 302,891 △12,207 3,117 475,943 (169,298) 306,644

(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（現「医薬品等ネットワーク事業」）」

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、当連結会計年度の第１四半期連結会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「消去または全社」に含めるこ

ととしました。 

   また、事業区分の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。 

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、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基

準等を適用しております。 
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当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 

135,972 9,682,489 152,538 51,521 10,022,522 － 10,022,522

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

237,260 859 74,345 － 312,465 (312,465) －

計 373,232 9,683,349 226,884 51,521 10,334,987 (312,465) 10,022,522

営業利益又は 

営業損失(△) 
184,678 289,012 13,987 △18,081 469,596 (163,750) 305,846

（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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前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年 10 月１日 至 平成 21 年６月 30 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 

467,506 26,286,146 363,641 204,020 27,321,315 － 27,321,315

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

684,383 2,445 308,166 － 994,995 (994,995) －

計 1,151,890 26,288,591 671,808 204,020 28,316,310 (994,995) 27,321,315

営業利益 550,125 986,931 24,282 1,287 1,562,627 (558,555) 1,004,071

（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（現「医薬品等ネットワーク事業」）」

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、当連結会計年度の第１四半期連結会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「消去または全社」に含め

ることとしました。 

   また、事業区分の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３四半期連結累計期間の営業利益への影響額は、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451,102千円増加し、「消去または全社」

の営業利益は451,102千円減少しております。 

 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、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれ

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３四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16,207千円増加し、賃

貸・設備関連事業の営業利益が1,228千円増加しております。 
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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 

439,600 29,527,251 428,490 190,590 30,585,933 － 30,585,933

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

718,316 2,710 247,177 － 968,204 (968,204) －

計 1,157,916 29,529,962 675,667 190,590 31,554,137 (968,204) 30,585,933

営業利益又は 

営業損失(△) 
586,709 1,088,611 41,531 △16,489 1,700,362 (530,115) 1,170,247

（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３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連

結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 

平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 

至 平成22年６月30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３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連

結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 

平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 

至 平成22年６月30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 

当社は、東京証券取引所市場第一部上場にあたり、平成22年６月７日を払込期日として公募増資

及び自己株式の処分を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式の売出

しに関連し、平成22年６月30日を払込期日とする第三者割当増資を実施いたしました。この結果、

当第３四半期連結会計期間において、資本金が277,286千円、資本剰余金が301,007千円増加し、当

第３四半期連結会計期間末における資本金が1,091,001千円、資本剰余金が924,438千円となってお

ります。 
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（７）重要な後発事象 

 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１ 連結子会社による株式会社ケイツージャパンの事業の譲受けに関する件 

当社連結子会社である株式会社ファーマホールディングの完全子会社である株式会社共栄ファーマシーは、

平成22年６月24日に締結した事業譲渡契約に基づき、平成22年８月１日をもって株式会社ケイツージャパンが

展開する調剤薬局事業を譲受けました。 
 

(1) 事業譲渡企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び

事業譲受企業の名称 

① 事業譲渡企業の名称及び事業の内容 

事業譲渡企業の名称  株式会社ケイツージャパン 

事業の内容      調剤薬局の運営 

② 企業結合を行った主な理由 

今般取得する店舗は、大阪府９店舗、兵庫県３店舗であり、関西圏における店舗網の充実が図れる

ことから事業を譲受けることといたしました。 

③ 企業結合日 

平成22年８月１日 

④ 企業結合の法的形式 

事業譲受 

⑤ 事業譲受企業の名称 

株式会社共栄ファーマシー（連結子会社） 
 

(2) 取得した事業の取得原価 

873,000千円 

 

２ 連結子会社による株式会社メウス及び株式会社たんぽぽ薬局との合併の件 

当社連結子会社である株式会社ファーマホールディングの完全子会社である株式会社サンメディックは、平

成22年７月14日に株式会社メウス及び株式会社メウスの完全子会社である株式会社たんぽぽ薬局と合併契約を

締結いたしました。 
 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び結

合後企業の名称 

① 被取得企業の名称及び事業の内容 

会社の名称 株式会社メウス 株式会社たんぽぽ薬局 

事業の内容 調剤薬局の運営 調剤薬局の運営 

総 資 産   457,431千円  61,504千円 

純 資 産   236,053千円  14,835千円 

② 企業結合を行った主な理由 

株式会社メウスは神奈川県に４店舗、新潟県に１店舗の調剤薬局を展開し、株式会社たんぽぽ薬局

は東京都に１店舗の調剤薬局を展開しており、首都圏における店舗網の充実及び新潟県への店舗展開

の足掛かりとなることから、合併することといたしました。 

③ 企業結合日 

平成22年９月１日（予定） 

④ 企業結合の法的形式 

株式会社サンメディックを存続会社とし、株式会社メウス及び株式会社たんぽぽ薬局を消滅会社と

する現金を対価とした吸収合併 

⑤ 結合後企業の名称 

株式会社サンメディック（連結子会社） 
 

(2) 被取得企業の取得原価 

本件は現金を対価とした合併であり、本合併にかかる対価は、以下のとおりであります。 

① 株式会社メウス      400,400千円 

② 株式会社たんぽぽ薬局    90,000千円 
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