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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

(注）当社は、平成22年3月期より決算日を9月20日から3月31日に変更しております。これにより、前連結会計年度は平成21年9月21日から平成22年3月31
日までの6ヶ月11日間となったため、平成22年3月期第3四半期決算短信を作成しておりません。このため、各項目の平成22年3月期第3四半期実績及び平
成23年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率については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3月期第3四半期 43,381 ― 1,498 ― 1,432 ― 699 ―
22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 53.91 ―
22年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 39,692 12,962 32.7 999.20
22年3月期 32,827 11,585 35.3 969.62

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  12,962百万円 22年3月期  11,585百万円

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 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 10.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 20.00

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  
 平成22年3月期は決算期変更の経過期間（平成21年9月21日～平成22年3月31日）となることから、対前期増減率は記載しておりません。 

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 58,000 ― 1,800 ― 1,700 ― 800 ― 61.67



(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、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 
１．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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料2ページ「1（3）連結業績予想に関する定
性的情報」を参照ください。 
２．当社は、平成21年12月17日開催の第22回定時株主総会における定款の一部変更により、決算日を9月20日から3月31日に変更しました。これに伴い、
前連結会計年度は、平成21年9月21日から平成22年3月31日までの6ヶ月11日間となったため、平成22年3月期第3四半期決算短信を作成しておりません。
このため前第3四半期連結会計期間及び前第3四半期連結累計期間の記載を省略しております。 

4.  その他 （詳細は、添付資料3ページ「2 その他の情報」をご参照ください。）

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3Q 12,980,177株 22年3月期  12,356,177株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,364株 22年3月期  407,377株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,972,823株 22年3月期3Q  ―株
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（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におけるわが国の経済は、一部の業種で企業収益において改善傾向が見られるもの

の、個人消費につきましては、雇用情勢の悪化を背景とした景気の先行き不透明感から依然として厳しい状況で推

移しております。  

 このような経営環境のもと、臨床検査事業につきましては、平成22年４月に実施された診療報酬改定の影響やア

レルギー検査の出検数の減少などにより、受託検体数は伸び悩みましたが、顧客ニーズに即した検査項目の拡販活

動及び新規顧客の獲得を強化するとともに、取引採算の改善を進め、業務の効率化に取り組むなどコストの抑制に

努めてまいりました。このような取り組みにより、臨床検査事業の売上高は、19,797百万円、営業利益1,150百万

円となりました。  

 調剤薬局事業につきましては、平成22年４月に実施された薬価改定の影響があるものの、既存店舗の経営効率化

を進めるとともに、新規出店等により売上の拡大を図った結果、当社グループが運営する調剤薬局等店舗総数は

105店舗（内ドラッグストア併設12店舗）となりました。このような取り組みにより、調剤薬局事業の売上高は、

11,613百万円、営業利益367百万円となりました。 

 当社グループの新規事業であるドラッグ事業につきましては、事業間の経営資源を共有し、相互活用できる態勢

の構築を図り、既存店舗のリニューアルや経営効率化を進めた結果、当社グループが運営するドラッグストア店舗

総数は62店舗（内調剤薬局併設12店舗）となっております。このような取り組みにより、ドラッグ事業の売上高

は、11,970百万円、営業利益117百万円となりました。 

 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43,381百万円、営業利益1,498百万円、経常利益

1,432百万円、四半期純利益699百万円となりました。 

 なお、当社は前連結会計年度より決算日を９月20日から３月31日に変更しております。これにより、前連結会

計年度は平成21年９月21日から平成22年３月31日までの６ヶ月11日間となったため、平成22年３月期第３四半期決

算短信を作成しておりません。このため、当第３四半期連結累計期間の前年同四半期比については記載しておりま

せん。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結累計期間末の財政状態につきましては、総資産39,692百万円（前連結会計年度末比6,865百万

円増）、負債合計26,730百万円（前連結会計年度末比5,489百万円増）、純資産合計12,962百万円（前連結会計年

度末比1,376百万円増）となりました。主な増減内容は、㈱示野薬局との平成22年４月１日付の経営統合により、

資産が6,860百万円、負債が6,831百万円増加しております。純資産につきましては、同社との株式交換により資本

剰余金が673百万円増加し、自己株式が293百万円減少しております。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

   当第3四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ413 

百万円減少し7,717百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は2,636百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,432百万

円、減価償却費1,546百万円によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は256百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による収入547百万円、有形固定資産の取得による支出855百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は2,838百万円であります。これは主に、短期借入金の減少額444百万円、長期借

入金の返済による支出が1,574百万円によるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月10日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

① 簡便な会計処理 

1）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  
2) 減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

  
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 

 法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっており

ます。 

  
4) 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

  
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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。 

 これによる営業利益及び経常利益に与える影響は軽微でありますが、税金等調整前四半期純利益が81百万円

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197百万円であります。 

  

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）、「「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日公表分）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
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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：百万円）

当第３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,840 8,175

受取手形及び売掛金 6,894 6,747

商品及び製品 3,037 555

仕掛品 63 55

原材料及び貯蔵品 317 312

繰延税金資産 476 374

その他 657 431

貸倒引当金 △90 △100

流動資産合計 19,197 16,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,526 8,458

減価償却累計額 △5,033 △4,136

建物及び構築物（純額） 5,492 4,321

土地 4,718 4,552

リース資産 2,859 1,058

減価償却累計額 △970 △533

リース資産（純額） 1,888 525

建設仮勘定 30 23

その他 8,106 7,780

減価償却累計額 △6,674 △6,204

その他（純額） 1,432 1,575

有形固定資産合計 13,562 10,999

無形固定資産   

のれん 1,318 378

その他 566 675

無形固定資産合計 1,884 1,054

投資その他の資産   

その他 5,148 4,328

貸倒引当金 △101 △108

投資その他の資産合計 5,047 4,220

固定資産合計 20,495 16,273

資産合計 39,692 32,827
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（単位：百万円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,877 3,920

短期借入金 5,405 4,605

未払法人税等 500 292

賞与引当金 230 570

その他の引当金 72 4

その他 6,643 5,603

流動負債合計 19,729 14,996

固定負債   

長期借入金 3,087 3,841

退職給付引当金 1,377 1,322

役員退職慰労引当金 948 725

資産除去債務 197 －

その他 1,389 355

固定負債合計 7,001 6,244

負債合計 26,730 21,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 4,037 3,363

利益剰余金 5,655 5,205

自己株式 △5 △299

株主資本合計 13,058 11,640

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △96 △55

評価・換算差額等合計 △96 △55

純資産合計 12,962 11,585

負債純資産合計 39,692 32,827
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 43,381

売上原価 30,984

売上総利益 12,397

販売費及び一般管理費 10,899

営業利益 1,498

営業外収益  

その他 128

営業外収益合計 128

営業外費用  

支払利息 124

その他 69

営業外費用合計 193

経常利益 1,432

特別利益  

貸倒引当金戻入額 12

受取保険金 37

退職給付引当金戻入額 26

その他 3

特別利益合計 79

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 71

その他 7

特別損失合計 79

税金等調整前四半期純利益 1,432

法人税、住民税及び事業税 732

法人税等調整額 1

法人税等合計 733

少数株主損益調整前四半期純利益 699

四半期純利益 699
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,397

売上原価 10,156

売上総利益 4,241

販売費及び一般管理費 3,609

営業利益 631

営業外収益  

受取配当金 9

その他 34

営業外収益合計 44

営業外費用  

支払利息 38

その他 17

営業外費用合計 56

経常利益 620

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 5

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純利益 618

法人税、住民税及び事業税 331

法人税等調整額 △8

法人税等合計 322

少数株主損益調整前四半期純利益 296

四半期純利益 296
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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 1,432

減価償却費 1,546

のれん償却額 148

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △425

受取利息及び受取配当金 △38

支払利息 124

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 71

売上債権の増減額（△は増加） 24

たな卸資産の増減額（△は増加） △623

仕入債務の増減額（△は減少） 705

その他 396

小計 3,319

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △114

法人税等の支払額 △602

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,636

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 △855

無形固定資産の取得による支出 △166

投資有価証券の取得による支出 △218

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

547

その他 436

投資活動によるキャッシュ・フロー △256

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） △444

長期借入金の返済による支出 △1,574

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △574

配当金の支払額 △244

自己株式の取得による支出 △0

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458

現金及び現金同等物の期首残高 8,130

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 44

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,717
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    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22年４月１日 至平成22年12月31日） 

(単位：百万円)

  （注）１．セグメント利益の調整額△136百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△917

百万円及び内部取引の消去に伴う調整額780百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の

人事・経理部門等の管理費用及び建物の減価償却費であります。  

    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。   
  

 （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）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。 

  

  

  

  

 当社は、平成22年４月１日付で、当社を完全親会社、㈱示野薬局を完全子会社とする株式交換を実施いたしまし

た。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が673百万円増加し、自己株式が293百万円減少し、

当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金4,037百万円、自己株式５百万円となっております。  

    

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  報告セグメント    

  
臨床検査
事業 

調剤薬局
事業 

ドラッグ
事業 

計
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高             

 外部顧客への売上高 19,797 11,613 11,970 43,381  － 43,381 

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

 0  17  －  17 △17  －

    計 19,797 11,630 11,970 43,398 △17 43,381 

セグメント利益 1,150 367 117 1,634 △136 1,498 

（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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