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

(注)当社は、第２四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、22年３月期第２四半期の業績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,232 ― 294 ― 282 ― 138 ―
22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 302.12 ―
22年3月期第2四半期 ― ―

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 3,957 1,718 43.4 3,469.06
22年3月期 3,498 1,319 37.7 3,132.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,718百万円 22年3月期  1,319百万円

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 100.00 100.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 6,313 1.0 526 14.9 512 11.0 261 12.1 560.22
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(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、第２四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、22年３月期第２四半期の期中平均株式数については記載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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） 23年3月期2Q 495,300株 22年3月期  421,200株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 459,072株 22年3月期2Q  ―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いません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政策効果や猛暑により一部では回復基調にあったもの

の、長期化するデフレや円高・株安、海外の景気減速などにより、依然として先行き不透明な状況が続

きました。 

当社が属する調剤薬局業界におきましては、平成22年４月に薬価の引下げ（平均5.7％(後発医薬品の

ある先発医薬品の追加引下げ分を含んだ改定率は6.5％)）及び調剤報酬の引上げ（0.5％）が実施さ

れ、引き続き厳しい環境下にあります。 

こうした環境の中、当社は、第１四半期に続き平成22年４月の調剤報酬改定による後発医薬品調剤体

制加算の引上げや大型門前薬局の特例の見直しにより調剤基本料が増加したこと等から業績は好調に推

移いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,232,909千円となり、売上総利益は540,045千円、経常

利益は282,255千円を計上し、四半期純利益は138,696千円となりました。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

①調剤薬局事業 

当第２四半期会計期間において１店舗新規開局したこと、既存店舗の処方箋枚数が増加し好調に推

移したことから売上高は3,004,367千円となりました。 

②その他事業 

その他事業における売上高は堅調に推移し228,541千円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は2,090,028千円となり、前事業年度末残高

1,586,618千円に対し503,409千円増加しました。これは主として、株式上場時の公募による株式の発

行及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による株式の発行等により現金及び預

金が445,097千円、薬価の引下げに備えた前事業年度末の在庫圧縮の反動で商品が28,745千円増加し

たことによるものであります。 

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は1,867,040千円となり、前事業年度末残高

1,912,052千円に対し45,011千円減少しました。これは主として、上和白店の新規出店に伴う建物の

取得等による増加25,998千円と減価償却等による減少35,830千円との差引きにより有形固定資産が

9,831千円、のれんの償却によりのれんが31,974千円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は1,660,144千円となり、前事業年度末残高

1,503,778千円に対し156,366千円増加しました。これは主として、（流動資産）の商品の増加要因と

同様の理由で、医薬品の購入量が増加したため買掛金が111,047千円、未払法人税等が43,350千円増

加したことによるものであります。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は578,697千円となり、前事業年度末残高675,572

千円に対し96,875千円減少しました。これは主として、返済により長期借入金が95,680千円減少した

ことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は1,718,227千円となり、前事業年度末残高

1,319,319千円に対し398,907千円増加しました。これは主として、株式上場時の公募による株式の発

行及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による株式の発行により資本金及び資

本準備金の増加286,322千円、利益剰余金の増加117,636千円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末

に比べ445,097千円増加し、926,612千円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（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、331,489千円となりました。これは主として、法人税等の支払額

が105,453千円あったものの、税引前四半期純利益が277,125千円、減価償却費が40,176千円、のれん

償却額が31,974千円、仕入債務の増加額が111,047千円あったことによるものであります。 

（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、32,328千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得

等によるものであります。 

（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、145,936千円となりました。これは主として、長期借入金の返済

による支出が104,292千円、配当金の支払額が21,060千円あった一方で、株式の発行による収入が

277,756千円あったことによるものであります。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており平成22年６月24日に発表い

たしました業績予想の数値は変更しておりません。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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記載すべき重要な事項がありません。 

  

第１四半期会計期間から、「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。 

この変更による営業利益、経常利益、四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 967,612 522,514

売掛金 866,649 842,267

商品 186,859 158,113

その他 69,775 64,566

貸倒引当金 △868 △843

流動資産合計 2,090,028 1,586,618

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 548,098 556,367

土地 463,509 463,509

その他（純額） 137,736 139,299

有形固定資産合計 1,149,344 1,159,176

無形固定資産

のれん 159,872 191,847

その他 51,598 57,596

無形固定資産合計 211,471 249,444

投資その他の資産

投資有価証券 128,376 136,855

投資不動産（純額） 141,698 142,719

その他 238,796 226,289

貸倒引当金 △2,646 △2,433

投資その他の資産合計 506,224 503,431

固定資産合計 1,867,040 1,912,052

資産合計 3,957,069 3,498,671
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 970,266 859,219

短期借入金 346,972 351,584

未払法人税等 152,750 109,400

賞与引当金 83,359 72,101

その他の引当金 3,500 6,000

その他 103,296 105,473

流動負債合計 1,660,144 1,503,778

固定負債

長期借入金 396,565 492,245

退職給付引当金 57,889 54,757

役員退職慰労引当金 62,937 59,797

その他 61,305 68,773

固定負債合計 578,697 675,572

負債合計 2,238,841 2,179,351

純資産の部

株主資本

資本金 281,661 138,500

資本剰余金 184,661 41,500

利益剰余金 1,246,199 1,128,562

株主資本合計 1,712,521 1,308,562

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,705 10,757

評価・換算差額等合計 5,705 10,757

純資産合計 1,718,227 1,319,319

負債純資産合計 3,957,069 3,498,671

㈱トータル・メディカルサービス(3163)　平成23年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

－ 6 －



(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,232,909

売上原価 2,692,863

売上総利益 540,045

販売費及び一般管理費 245,905

営業利益 294,139

営業外収益

受取利息 359

受取配当金 865

受取賃貸料 6,045

受取保険金 85

その他 3,943

営業外収益合計 11,300

営業外費用

支払利息 3,873

株式交付費 8,565

株式公開費用 9,287

投資不動産管理費用 1,403

その他 55

営業外費用合計 23,184

経常利益 282,255

特別利益

固定資産売却益 327

特別利益合計 327

特別損失

固定資産除売却損 235

ゴルフ会員権評価損 4,307

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 915

特別損失合計 5,457

税引前四半期純利益 277,125

法人税、住民税及び事業税 149,966

法人税等調整額 △11,537

法人税等合計 138,428

四半期純利益 138,696
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 1,640,328

売上原価 1,341,717

売上総利益 298,610

販売費及び一般管理費 121,282

営業利益 177,328

営業外収益

受取利息 109

受取賃貸料 3,022

受取保険金 85

その他 2,180

営業外収益合計 5,399

営業外費用

支払利息 1,922

株式交付費 702

投資不動産管理費用 701

その他 9

営業外費用合計 3,335

経常利益 179,391

特別利益

固定資産売却益 327

特別利益合計 327

特別損失

ゴルフ会員権評価損 215

特別損失合計 215

税引前四半期純利益 179,503

法人税、住民税及び事業税 75,666

法人税等調整額 11,244

法人税等合計 86,911

四半期純利益 92,592
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 277,125

減価償却費 40,176

のれん償却額 31,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） 237

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,258

その他の引当金の増減額（△は減少） △2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,140

受取利息及び受取配当金 △1,225

支払利息 3,873

株式交付費 8,565

固定資産除売却損益（△は益） △91

ゴルフ会員権評価損 4,307

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 915

売上債権の増減額（△は増加） △24,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,745

仕入債務の増減額（△は減少） 111,047

その他 679

小計 439,487

利息及び配当金の受取額 1,225

利息の支払額 △3,769

法人税等の支払額 △105,453

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,489

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 △24,177

有形固定資産の売却による収入 2,841

その他 △10,991

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,328

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） 4,000

長期借入金の返済による支出 △104,292

リース債務の返済による支出 △10,468

株式の発行による収入 277,756

配当金の支払額 △21,060

財務活動によるキャッシュ・フロー 145,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 445,097

現金及び現金同等物の期首残高 481,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 926,612
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該当事項はありません。 

  

当社は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（現 株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(ス

タンダード)）及び証券会員制法人福岡証券取引所への株式上場にあたり、公募による株式の発行を行

い、平成22年６月23日に払込が完了いたしました。 

また、株式上場に関連してオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による株式の発行

を行い、平成22年７月27日に払込が完了いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間において、資本金が143,161千円、資本準備金が143,161千円増加

し、当第２四半期会計期間末における資本金が281,661千円、資本剰余金が184,661千円となっておりま

す。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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