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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成23年９月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない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 ％

23年9月期第1四半期 11,575 9.9 574 15.4 547 21.0 218 27.1
22年9月期第1四半期 10,531 15.2 497 22.6 452 24.2 172 94.6

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9月期第1四半期 33.68 ―
22年9月期第1四半期 31.32 31.32

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9月期第1四半期 23,348 4,421 17.6 631.71
22年9月期 22,482 4,297 17.7 614.17

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  4,101百万円 22年9月期  3,987百万円

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9月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想） 0.00 ― 18.00 18.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計) 22,108 7.5 891 3.1 786 1.0 309 14.6 47.59

通期 44,759 8.8 1,737 13.6 1,523 14.6 551 16.4 84.87



(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  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 

（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、四半期連結財務諸表
に対する四半期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 
本資料に掲載されている業績の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異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、【添付資料】P.３「１．当四半期の連結業績に関
する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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） 23年9月期1Q 6,492,400株 22年9月期  6,492,400株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  ―株 22年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 6,492,400株 22年9月期1Q 5,490,870株
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１．当四半期の連結業績等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１四半期連結会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が順調に推移し

たことから、売上高11,575百万円（前年同四半期比9.9％増）となりました。利益面では、営業利

益574百万円（同15.4％増）、経常利益547百万円（同21.0％増）、四半期純利益218百万円（同

27.1％増）となりました。 

セグメントの業績を示すと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、大手ドラッグストアの加盟により医薬品ネットワークの新規加盟件

数が大幅に増加したこと、システム売上が前年同四半期実績を大きく上回ったこと等により、

売上高は497百万円（前年同四半期比31.6％増）、営業利益244百万円（同18.4％増）となりま

した。 

なお、平成22年12月31日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局699店舗、17病・医

院の合計716件（前連結会計年度末比119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、当第１四半期連結会計期間に調剤薬局１店舗の新規出店を行った結

果、平成22年12月31日現在の店舗数は、調剤薬局205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１店舗となりました。既存店舗の売上が堅調に推移した

ことに加え、前連結会計年度にＭ＆Ａにより取得した店舗の業績寄与等により、売上高は

11,159百万円（前年同四半期比9.5％増）、営業利益528百万円（同18.1％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１四半期連結会計期間における高齢者専用賃貸住宅「ウィステ

リアＮ17」の新規入居件数は８件となり、平成22年12月31日現在の入居件数は60件となりまし

た。本事業の売上高は235百万円（前年同四半期比10.7％増）、営業利益26百万円（同605.5％

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。本事業の売上高は57百万円（前年同四半期比20.9％減）、営業損失６百万円（前年同四

半期は０百万円の損失）となりました。 

  （注）当第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）及び「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。これによる事業区分へ与える影響はないため、

前年同四半期比較を行っております。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は23,348百万円（前連結会計年度末比865百万円増）

となりました。主な要因は売掛金及び商品の増加によるものです。 
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一方、負債の部においては18,926百万円（前連結会計年度末比742百万円増）となりました。主

な要因は、買掛金の増加によるものです。 

また、純資産の部においては4,421百万円（前連結会計年度末比123百万円増）となりました。

主な要因は、利益剰余金の増加によるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」と

いう。)の期末残高は1,912百万円(前年同四半期末比115百万円増）となりました。当第１四半

期連結会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605百万円（前年同四半期比166百万円増）となりました。主

な要因は、売上債権301百万円、たな卸資産372百万円の増加及び法人税等の支払額395百万円が

あったものの、税金等調整前四半期純利益504百万円、仕入債務741百万円の増加等によるもの

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74百万円（前年同四半期比781百万円減）となりました。主な

要因は、有形固定資産の取得による支出118百万円等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は396百万円（前年同四半期は698百万円の獲得）となりました。

主な要因は、配当金の支払額107百万円及び長期借入金の返済による支出が収入を99百万円上回

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11月５日に発表した連結業績予想に変更はありません。 

 

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１四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、前連結会計年

度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。 
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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、前連結会計年度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ので、前連結会計年度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 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第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、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,196千円減少し、税金等調整前四半期純利益

は38,076千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は60,443千円であります。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,926,245 1,792,191

売掛金 3,104,829 2,803,334

債権売却未収入金 560,403 534,740

調剤報酬等購入債権 453,678 446,987

商品 1,864,402 1,497,198

仕掛品 13,158 12,828

貯蔵品 45,962 41,369

繰延税金資産 256,452 366,958

その他 707,771 578,240

貸倒引当金 △2,230 △2,753

流動資産合計 8,930,672 8,071,097

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,480,393 3,419,874

土地 2,449,374 2,473,431

建設仮勘定 19,763 36,636

その他（純額） 911,517 822,759

有形固定資産合計 6,861,049 6,752,701

無形固定資産   

のれん 5,015,894 5,099,417

ソフトウエア 48,630 55,299

その他 54,565 55,530

無形固定資産合計 5,119,090 5,210,247

投資その他の資産   

投資有価証券 45,716 53,677

差入保証金 1,450,458 1,471,831

繰延税金資産 712,965 730,381

その他 272,901 269,051

貸倒引当金 △44,659 △76,668

投資その他の資産合計 2,437,381 2,448,274

固定資産合計 14,417,522 14,411,223

資産合計 23,348,195 22,482,321
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,337,022 4,595,577

短期借入金 779,000 845,000

1年内返済予定の長期借入金 972,504 953,356

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 94,989 370,935

賞与引当金 255,986 514,239

ポイント引当金 13,827 11,783

その他 2,624,643 2,069,036

流動負債合計 10,127,973 9,409,928

固定負債   

社債 175,000 200,000

長期借入金 6,970,904 7,089,823

退職給付引当金 501,000 481,658

役員退職慰労引当金 207,638 192,005

繰延税金負債 1,397 －

その他 942,879 811,037

固定負債合計 8,798,819 8,774,523

負債合計 18,926,792 18,184,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,091,001 1,091,001

資本剰余金 924,438 924,438

利益剰余金 2,141,507 2,039,719

株主資本合計 4,156,947 4,055,159

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,450 △7,085

繰延ヘッジ損益 △52,183 △60,624

評価・換算差額等合計 △55,634 △67,710

少数株主持分 320,090 310,419

純資産合計 4,421,402 4,297,868

負債純資産合計 23,348,195 22,482,321
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,531,803 11,575,815

売上原価 6,957,802 7,532,865

売上総利益 3,574,000 4,042,949

販売費及び一般管理費 3,076,511 3,468,926

営業利益 497,489 574,022

営業外収益   

受取利息及び配当金 133 121

業務受託料 2,070 7,424

受取手数料 － 6,085

雑収入 8,002 15,035

営業外収益合計 10,205 28,667

営業外費用   

支払利息 53,616 52,902

雑損失 1,847 2,369

営業外費用合計 55,464 55,271

経常利益 452,230 547,418

特別利益   

固定資産売却益 － 200

貸倒引当金戻入額 － 785

特別利益合計 － 986

特別損失   

固定資産除却損 7 198

投資有価証券売却損 － 4,000

事務所移転費用 619 2,047

店舗閉鎖損失 － 1,062

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,880

特別損失合計 626 44,188

税金等調整前四半期純利益 451,604 504,215

法人税、住民税及び事業税 134,355 123,924

法人税等調整額 111,724 126,139

法人税等合計 246,080 250,064

少数株主損益調整前四半期純利益 － 254,151

少数株主利益 33,523 35,501

四半期純利益 172,000 218,650
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12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 451,604 504,215

減価償却費 145,966 146,176

のれん償却額 75,558 83,522

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,958 △258,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48 △785

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,450 2,044

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,610 19,341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,773 15,633

受取利息及び受取配当金 △2,728 △2,286

支払利息 54,765 53,700

固定資産売却損益（△は益） － △200

固定資産除却損 7 198

投資有価証券売却損益（△は益） － 4,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,880

売上債権の増減額（△は増加） △302,619 △301,495

債権売却未収入金の増減額（△は増加） △14,470 △25,662

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） △11,686 △6,690

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △1,069 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,158 △372,126

仕入債務の増減額（△は減少） 692,446 741,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,008 △9,458

その他 281,756 419,225

小計 882,289 1,049,423

利息及び配当金の受取額 2,850 2,285

利息の支払額 △50,922 △50,894

法人税等の支払額 △395,673 △395,389

営業活動によるキャッシュ・フロー 438,543 605,425

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 △10,302 △300

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 △420,041 △118,233

有形固定資産の売却による収入 － 44,975

無形固定資産の取得による支出 △583 △225

投資有価証券の売却による収入 － 10,000

事業譲受による支出 △439,355 －

事業譲渡による収入 624 －

貸付けによる支出 △5,733 －

貸付金の回収による収入 9,685 8,736

差入保証金の差入による支出 △12,989 △44,541

差入保証金の回収による収入 19,304 26,851

その他 △2,489 △2,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △855,827 △74,826
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31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） 399,000 △66,000

長期借入れによる収入 700,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △206,849 △199,771

社債の償還による支出 △31,000 △25,000

リース債務の返済による支出 △70,379 △72,807

配当金の支払額 △75,838 △107,136

少数株主への配当金の支払額 △16,526 △25,830

株式の発行による収入 390 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 698,796 △396,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,511 134,053

現金及び現金同等物の期首残高 1,515,106 1,778,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,796,618 1,912,147
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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。 

 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 

129,540 10,190,683 139,068 72,511 10,531,803 － 10,531,803

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

248,821 808 74,140 － 323,769 (323,769) －

計 378,361 10,191,491 213,208 72,511 10,855,573 (323,769) 10,531,803

営業利益又は 

営業損失(△) 
206,864 447,548 3,787 △132 658,068 (160,579) 497,489

（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 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

本邦以外の国また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。 

 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

 当第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）及び「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。 

 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは「医薬品等ネットワーク事業」、「調剤薬局事業」、「賃貸・設備関連事業」及び

「その他事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「医薬品等ネットワーク事業」では医薬品受発注の仲介、調剤薬局向けシステム等の開発・販売及

び債権流動化サポート業務等を行っております。「調剤薬局事業」では調剤薬局の運営等を行ってお

ります。「賃貸・設備関連事業」では調剤薬局・診療所向け建物の賃貸及び高齢者専用賃貸住宅の運

営等を行っております。「その他事業」では治験施設支援業務を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第１四半期連結累計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

医薬品等 
ネットワ
ーク事業 

調剤薬局 
事業 

賃貸・設備
関連事業 

その他
事業 

計 

売上高    

  外部顧客への売上高 199,529 11,158,854 160,063 57,367 11,575,815 － 11,575,815

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

298,356 807 75,872 － 375,035 △375,035 －

計 497,885 11,159,662 235,935 57,367 11,950,851 △375,035 11,575,815

セグメント利益 
又は損失（△） 

244,845 528,697 26,721 △6,783 793,481 △219,458 574,022

(注) １．セグメント利益の調整額△219,458千円には、セグメント間取引消去△22,487千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△198,326千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

属しない全社的一般経費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

㈱メディカルシステムネットワーク　（4350）　平成23年９月期　第１四半期決算短信

－11－




