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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 53,578 13.0 1,928 39.8 1,712 46.7 602 10.7
22年3月期第2四半期 47,408 15.1 1,378 100.6 1,167 138.8 544 409.0

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

23年3月期第2四半期 84.55 ―

22年3月期第2四半期 74.46 ―

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

23年3月期第2四半期 69,787 11,752 16.8 1,646.56
22年3月期 64,678 11,405 17.6 1,593.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,752百万円 22年3月期  11,405百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
23年3月期 ― 30.00

23年3月期 
（予想）

― 30.00 60.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 115,085 17.1 4,531 27.6 4,072 31.5 2,116 50.7 295.72



(1) 当四半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  無  
（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 

（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） 

※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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、［添付資料］３ページ「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情
報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 8,012,000株 22年3月期  8,012,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  874,284株 22年3月期  853,744株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,131,093株 22年3月期2Q 7,316,996株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月～９月）における我が国の経済は、大手製造業やアジア需要を取り込

んだ業種を中心に穏やかな回復傾向が見られましたが、国内での個人消費の伸び悩み、米国景気の減速や円高傾向

が続くなど依然、国内景気の不透明感が増しております。医薬品・調剤薬局業界におきましては、本年４月に薬価

改定、調剤報酬改定が行われ、ジェネリック医薬品普及の取り組みに対していかに成果を出していくか、調剤薬局

が社会に対して本来果たすべき役割・機能を全うできるか、その真価が問われております。 

 このような状況の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高53,578百万円（前年同期比

13.0%増）と増収となりました。利益面においても、営業利益1,928百万円（同39.8%増）、経常利益1,712百万円

（同46.7%増）、四半期純利益は602百万円（同10.7%増）と好調な結果となりました。 

  

事業の種類別業績概要は以下のとおりであります。 

  

①調剤薬局事業 

 日本調剤株式会社および調剤子会社８社による同事業は、順調に推移しております。当第２四半期連結累計期間

の出店展開においては、宮城県1店、茨城県3店、埼玉県1店、東京都10店、神奈川県2店、静岡県1店、京都府1店、

兵庫県1店、奈良県1店、徳島県1店、香川県1店、沖縄県1店の24店舗を開局、さらに本年4月に子会社化したアイケ

イファーマシー株式会社の群馬県1店、埼玉県1店、大阪府3店の5店舗を加え計29店舗と積極的な出店展開を実施い

たしました。期中、山形県の1店舗を閉局したため、グループ総店舗数は日本調剤300店舗、子会社15店舗の315店

舗となりました。同事業の業績動向としては、既存店売上の好調及び前年度開局店舗の売上寄与により売上高

50,984百万円（前年同期比12.5%増）と増収となりました。利益面においては、薬価改定のマイナス影響を受けた

ものの、売上増加により、営業利益3,403百万円（同31.6%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の製造販売を行う日本ジェネリック株式会社による同事業は、薬価改定による製品価格ダウ

ンによる影響を受けましたが、当社グループ外の調剤薬局・医療機関向けの販売が増加しております。当第２四半

期連結累計期間の売上高は3,530百万円（前年同期比47.0%増）と大幅な増収となりました。利益面においては営業

損失57百万円（前年同期は124百万円の損失）と黒字確保には至らないものの大幅に収益性を改善いたしました。 

  

③医療従事者派遣・紹介事業 

 株式会社メディカルリソースによる同事業は、薬剤師を中心とした医療関係者の人材派遣紹介を主軸として、医

師、看護師など医療従事者の総合人材サービス事業へと領域の拡大を図っております。当第２四半期連結累計期間

の売上高は1,290百万円（前年同期比5.1%増）と増収となりました。利益面においては営業体制強化、新事業開始

費用等に伴う経費先行により営業利益206百万円（同25.4%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は69,787百万円となり、前連結会計年度末に対して5,108百万円、

7.9%増加いたしました。流動資産は27,617百万円となり、前連結会計年度末に対して1,019百万円、3.8%の増加と

なりました。主な要因としては、商品及び製品の増加等であります。固定資産は42,169百万円となり、前連結会計

年度末に対して4,088百万円、10.7%の増加となりました。主な要因は、子会社の取得に伴うのれんの増加等であり

ます。 

 負債は58,034百万円となり前連結会計年度末に対して4,760百万円、8.9%の増加となりました。主な要因として

は、買掛金及び借入金の増加等であります。 

 純資産は11,752百万円となり前連結会計年度末に対して347百万円、3.0%の増加となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて87百万円増加して、7,724百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは3,341百万円の収入となりました。主な要因は仕入債務の増加額1,768百万

円、売上債権の減少額1,759百万円等の収入、たな卸資産の増加額1,838百万円の支出等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは5,303百万円の支出となりました。主な要因は連結の範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による支出3,365百万円、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1,404百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは2,049百万円の収入となりました。主な要因は長期借入れによる収入9,000

百万円と社債の償還による支出7,000百万円等であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の当社連結業績は好調に推移しており、第３四半期以降も調剤薬局事業を中心に引き

続き堅調に推移すると予測されます。従いまして平成22年4月30日付で発表いたしました通期の連結業績予想の変

更はございません。 

  

  

（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 

 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 

 会計基準等の改正に伴う変更  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ17,174千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は、199,162千円減少しております。なお、基準適用を開始した期首における影響額188,209千円は特

別損失として計上しております。 

  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四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）および「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。  

  

  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,804,941 7,767,064

売掛金 10,622,269 11,862,041

商品及び製品 7,246,822 5,231,599

原材料及び貯蔵品 139,511 106,772

その他 1,816,677 1,643,343

貸倒引当金 △12,352 △12,413

流動資産合計 27,617,869 26,598,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,793,919 8,435,019

土地 9,625,071 9,647,399

建設仮勘定 4,805,549 4,843,019

その他（純額） 1,953,121 1,616,931

有形固定資産合計 25,177,661 24,542,369

無形固定資産   

のれん 7,366,903 4,289,077

その他 1,535,705 1,408,932

無形固定資産合計 8,902,609 5,698,009

投資その他の資産   

投資有価証券 552,181 517,726

敷金及び保証金 5,454,288 5,184,406

その他 2,082,489 2,137,835

投資その他の資産合計 8,088,959 7,839,969

固定資産合計 42,169,230 38,080,348

資産合計 69,787,100 64,678,755



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,624,511 16,072,705

短期借入金 3,500,000 2,034,630

1年内償還予定の社債 － 7,000,000

1年内返済予定の長期借入金 7,066,982 2,203,531

未払法人税等 884,617 1,221,963

賞与引当金 1,212,615 1,100,433

役員賞与引当金 － 85,000

売上割戻引当金 366,631 328,092

その他 1,363,343 1,655,665

流動負債合計 33,018,701 31,702,021

固定負債   

長期借入金 23,775,613 20,771,708

退職給付引当金 173,134 167,095

役員退職慰労引当金 488,457 447,500

その他 578,520 185,324

固定負債合計 25,015,725 21,571,628

負債合計 58,034,427 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 5,609,946 5,221,792

自己株式 △2,502,856 △2,441,840

株主資本合計 11,814,380 11,487,242

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,707 △82,136

評価・換算差額等合計 △61,707 △82,136

純資産合計 11,752,673 11,405,105

負債純資産合計 69,787,100 64,678,755



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 47,408,653 53,578,330

売上原価 39,751,191 44,583,179

売上総利益 7,657,462 8,995,150

販売費及び一般管理費 6,278,684 7,067,012

営業利益 1,378,778 1,928,137

営業外収益   

受取賃貸料 51,375 45,300

その他 52,380 76,975

営業外収益合計 103,756 122,275

営業外費用   

支払利息 243,510 273,213

支払手数料 20,385 22,332

その他 51,213 42,146

営業外費用合計 315,110 337,692

経常利益 1,167,424 1,712,720

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 61

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 －

特別利益合計 41,800 61

特別損失   

固定資産売却損 － 1,936

固定資産除却損 23,051 10,236

賃貸借契約解約損 13,275 25,928

会員権評価損 － 451

減損損失 22,119 113,981

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 188,209

特別損失合計 58,446 340,743

税金等調整前四半期純利益 1,150,778 1,372,038

法人税、住民税及び事業税 724,090 804,499

法人税等調整額 △118,153 △35,363

法人税等合計 605,936 769,136

四半期純利益 544,841 602,902



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,150,778 1,372,038

減価償却費 735,699 1,076,485

減損損失 22,119 113,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △61

賞与引当金の増減額（△は減少） － 112,181

売上割戻引当金の増減額（△は減少） － 38,539

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △85,000

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 － 12,115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 40,957

受取利息及び受取配当金 △7,320 △9,656

支払利息 243,510 273,213

投資有価証券売却損益（△は益） △37,000 －

賃貸借契約解約損 13,275 25,928

固定資産除却損 23,051 10,236

固定資産売却損益（△は益） △0 1,936

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 188,209

売上債権の増減額（△は増加） △786,240 1,759,973

たな卸資産の増減額（△は増加） △939,079 △1,838,953

仕入債務の増減額（△は減少） 1,779,189 1,768,996

その他 713,370 △79,492

小計 2,911,355 4,781,628

利息及び配当金の受取額 7,320 9,656

利息の支払額 △231,617 △269,682

法人税等の支払額 △289,398 △1,180,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,397,660 3,341,206

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 △2,048,370 △1,404,554

有形固定資産の売却による収入 11 7,698

無形固定資産の取得による支出 △194,332 △269,201

事業譲受による支出 － △29,606

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 △51,778 △36,798

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 △3,365,379

貸付けによる支出 － △38,662

貸付金の回収による収入 58,295 58,762

敷金及び保証金の差入による支出 △128,927 △310,960

敷金及び保証金の回収による収入 60,970 89,554

その他 △42 △4,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,517,940 △5,303,257



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,465,369

長期借入れによる収入 1,440,000 9,000,000

長期借入金の返済による支出 △232,203 △1,132,643

社債の償還による支出 － △7,000,000

自己株式の売却による収入 － 34,221

自己株式の取得による支出 － △95,237

配当金の支払額 △146,339 △214,747

その他 △6,108 △6,963

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,055,348 2,049,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,935,068 87,947

現金及び現金同等物の期首残高 5,706,857 7,636,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,641,925 7,724,489



  該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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）  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が無いた

め、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間において、海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 45,315,382  970,734  1,106,996  15,540  47,408,653  －  47,408,653

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  1,430,527  120,711  3,275  1,554,515  △1,554,515  －

計  45,315,382  2,401,262  1,227,708  18,815  48,963,168  △1,554,515  47,408,653

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,586,803  △124,497  276,480  △803  2,737,983  △1,359,204  1,378,778



〔セグメント情報〕 

１.報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであり

ます。 

 当社グループは、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業および医療従事者派遣・紹介事業の三つの事業ユニット

により組織が構成されており、各ユニット単位で包括的な戦略の立案および事業活動を展開しております。 

 従いまして当社グループは、「調剤薬局事業」、「医薬品製造販売事業」および「医療従事者派遣・紹介事

業」の三つを報告セグメントとしております。 

 「調剤薬局事業」は日本全国300店舗以上の調剤薬局の経営を、「医薬品製造販売事業」はジェネリック医薬品

に特化した医薬品の製造販売を、また「医療従事者派遣・紹介事業」では薬剤師、医師、看護師などの医療関係

者を対象とした人材の派遣紹介事業を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（単位：千円）   

（注）セグメント売上高合計およびセグメント利益合計と、四半期連結損益計算書の売上高および営業利益

との調整を行っております。なお、セグメント利益又は損失の調整額△1,624,055千円にはセグメント

間取引に係る利益消去△93,244千円および全社費用△1,530,810千円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

   

３.報告セグメントごとの固定資産の減損又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「調剤薬局事業」セグメントにおいて、店舗資産（東京都１店舗）の減損損失を計上しております。なお、

当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては113,981千円であります。 

（のれんの金額の重要な変動）  

「調剤薬局事業」セグメントにおいて、平成22年４月にアイケイファーマシー株式会社の全株式を取得し

て、完全子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間にお

いては、3,223,899千円であります。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。なお、前期末を以て事業停止した「その他事業」を除

き、従前の事業の種類別セグメント区分を報告セグメントとし、「労働者派遣紹介事業」については、その

名称を「医療従事者派遣・紹介事業」に変更しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

 
報告セグメント

  
調整額
（注） 

四半期連結損
益計算書計上

額 
調剤薬局 
事業 

医薬品製造
販売事業 

医療従事者
派遣・紹介

事業 
計 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 50,984,240  1,511,052  1,083,037  53,578,330  －  53,578,330

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2,019,485  207,102  2,226,588  △2,226,588  －

計  50,984,240  3,530,537  1,290,140  55,804,918  △2,226,588  53,578,330

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,403,363  △57,312  206,142  3,552,193  △1,624,055  1,928,137

（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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