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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 62,507 16.7 3,004 55.8 2,701 57.7 1,171 94.4
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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,232百万円 （97.7％） 23年3月期第2四半期 623百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 163.69 ―
23年3月期第2四半期 84.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 86,922 13,836 15.9
23年3月期 72,701 12,780 17.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,836百万円 23年3月期  12,780百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年3月期 ― 35.00
24年3月期（予想） ― 35.00 70.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 136,747 22.0 6,576 37.5 6,151 41.1 2,887 58.5 403.64



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（１）将来に関する記述等についてのご注意 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでい
ます。実際の業績は、今後様々な要因により、これら業績予想等とは大きく異なる結果となる場合があります。 
（２）四半期決算補足説明資料の入手方法 
当社は、平成23年11月９日に機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。当日使用する資料についてはＴＤｎｅｔにて開示し、当社ホームページ
へも掲載する予定です。 
（３）金額の表示単位の変更 
連結財務諸表に表示される科目、その他の事項の金額について、従来千円単位で記載していたものを当連結会計年度より百万円単位で記載することに変更い
たしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替えて表示しております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 8,012,000 株 23年3月期 8,012,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 844,454 株 23年3月期 859,614 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,159,005 株 23年3月期2Q 7,131,093 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23年４月～９月）における我が国の経済は、東日本大震災後の被災地の復興需

要、生産回復による改善傾向の一方で、欧州金融不安とこれに伴う急激な円高により、先行きの不透明な状態が続

いております。医薬品・調剤薬局業界におきましては、本年は薬価改定・調剤報酬改定のない年度であり、前年度

より大きな変化なく推移しております。今後は野田内閣発足を受け、来年４月の薬価改定・調剤報酬改定へ向けて

の議論が活発化するものと思われます。 

 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 百万円（前年同期比

%増）と増収となりました。利益面においては、営業利益 百万円（同 %増）、経常利益 百万円

（同 %増）、四半期純利益 百万円（同 %増）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 

 日本調剤株式会社及び調剤子会社12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1店、埼玉県1店、千葉県1店、東京都10店、神奈川県5店、岡山県1店、大

分県1店、さらに本年4月に子会社化した株式会社有鄰の群馬県1店を加え計22店舗を新規出店いたしました。グル

ープ総店舗数は日本調剤338店舗、子会社24店舗の362店舗となりました。同事業の業績動向としては、既存店での

処方せん単価上昇及び前年度開局店舗の寄与により売上高59,519百万円（前年同期比16.7%増）と増収となりまし

た。利益面においては、営業利益4,699百万円（同38.1%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では、医薬品卸各社との連携強化

により当社グループ外の調剤薬局・医療機関向けの販売拡大施策を積極的に推進しております。当第２四半期連結

累計期間におきましては、ジェネリック医薬品使用促進策の進展が見られない中で拡販に努めました。また、品目

増加へ向けての研究開発活動を継続しております。売上高は3,871百万円（前年同期比9.7%増）となりました。利

益面においては営業損失282百万円（前年同期57百万円の損失）となりました。 

  

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では、薬剤師を中心とした医療関係者の人材派遣紹介を行っておりま

す。また、インターネット上での高齢者住宅検索「探しっくす」の運営も行っております。業績面においては、主

力の薬剤師派遣を中心に好調に推移しました。当第２四半期連結累計期間の売上高は1,570百万円（前年同期比

21.8%増）と増収となりました。利益面においては営業利益271百万円（同31.5%増）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 百万円となり、前連結会計年度末に対して14,221百万円、

19.6%増加いたしました。流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に対して12,547百万円、43.4%の増加

となりました。主な要因としては、現金及び預金、売掛金の増加等であります。固定資産は 百万円となり、

前連結会計年度末に対して1,673百万円、3.8%の増加となりました。主な要因は、建物及び構築物の増加等であり

ます。 

 負債は 百万円となり前連結会計年度末に対して13,164百万円、22.0%の増加となりました。主な要因とし

ては、社債の増加等であります。 

 純資産は 百万円となり前連結会計年度末に対して1,056百万円、8.3%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におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが 百万

円、投資活動によるキャッシュ・フローが△ 百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが 百万円とな

りました。この結果現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べて9,930百万円増加して、

17,131百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、主な収入項目は仕入債務の増加額 百万円、減価償却費 百万

円であり、主な支出項目は売上債権の増加額 百万円、たな卸資産の増加額 百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、主な支出項目は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 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、主な収入項目は社債の発行による収入 百万円であります。一方

１．当四半期決算に関する定性的情報
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主な支出項目は長期借入金の返済による支出 百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年７月12日付で公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

6,090

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,275 17,200

売掛金 10,893 12,142

商品及び製品 8,595 9,632

仕掛品 54 70

原材料及び貯蔵品 181 209

その他 1,929 2,222

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 28,920 41,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,884 11,295

土地 9,711 9,902

建設仮勘定 963 691

その他（純額） 3,905 4,701

有形固定資産合計 25,465 26,590

無形固定資産   

のれん 8,286 8,271

その他 1,661 1,667

無形固定資産合計 9,947 9,938

投資その他の資産   

投資有価証券 527 628

敷金及び保証金 5,706 6,341

その他 2,134 1,955

投資その他の資産合計 8,368 8,925

固定資産合計 43,781 45,454

資産合計 72,701 86,922



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,091 22,856

短期借入金 3,001 3,000

1年内返済予定の長期借入金 10,482 6,062

未払法人税等 1,324 1,595

賞与引当金 1,257 1,394

役員賞与引当金 105 －

売上割戻引当金 460 133

その他 1,675 2,535

流動負債合計 38,399 37,578

固定負債   

社債 － 14,000

長期借入金 20,183 20,112

退職給付引当金 170 46

役員退職慰労引当金 526 567

その他 641 780

固定負債合計 21,522 35,507

負債合計 59,921 73,085

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,953 3,953

資本剰余金 4,754 4,754

利益剰余金 6,614 7,571

自己株式 △2,464 △2,425

株主資本合計 12,856 13,852

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △76 △16

その他の包括利益累計額合計 △76 △16

純資産合計 12,780 13,836

負債純資産合計 72,701 86,922



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 53,578 62,507

売上原価 44,583 51,616

売上総利益 8,995 10,891

販売費及び一般管理費 7,067 7,886

営業利益 1,928 3,004

営業外収益   

受取賃貸料 45 46

その他 76 71

営業外収益合計 122 118

営業外費用   

支払利息 273 288

支払手数料 22 70

その他 42 62

営業外費用合計 337 421

経常利益 1,712 2,701

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

減損損失 113 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 188 －

退職給付制度終了損 － 82

その他 38 －

特別損失合計 340 82

税金等調整前四半期純利益 1,372 2,619

法人税、住民税及び事業税 804 1,510

法人税等調整額 △35 △63

法人税等合計 769 1,447

少数株主損益調整前四半期純利益 602 1,171

四半期純利益 602 1,171



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 602 1,171

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20 60

その他の包括利益合計 20 60

四半期包括利益 623 1,232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 623 1,232



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,372 2,619

減価償却費 1,076 1,284

減損損失 113 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 112 135

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 38 △326

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △85 △105

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 12 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 40 41

受取利息及び受取配当金 △9 △7

支払利息 273 288

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 188 －

退職給付制度終了損 － 82

売上債権の増減額（△は増加） 1,759 △1,186

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,838 △1,057

仕入債務の増減額（△は減少） 1,768 2,670

その他 △41 666

小計 4,781 5,123

利息及び配当金の受取額 9 7

利息の支払額 △269 △252

法人税等の支払額 △1,180 △1,244

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,341 3,634

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 △1,404 △1,811

無形固定資産の取得による支出 △269 △179

長期前払費用の取得による支出 △36 △76

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 △206

貸付けによる支出 △38 △98

貸付金の回収による収入 58 57

敷金及び保証金の差入による支出 △310 △745

敷金及び保証金の回収による収入 89 57

その他 △26 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,303 △3,031



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） 1,465 △1

長期借入れによる収入 9,000 1,600

長期借入金の返済による支出 △1,132 △6,090

社債の発行による収入 － 14,000

社債の償還による支出 △7,000 －

自己株式の売却による収入 34 44

自己株式の取得による支出 △95 －

配当金の支払額 △214 △214

その他 △6 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,049 9,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87 9,930

現金及び現金同等物の期首残高 7,636 7,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,724 17,131



 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ．前第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）  

 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 

                                       （単位：百万円） 

（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△1,624百万円にはセグメント間

取引消去△93百万円および全社費用△1,530百万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。 

   

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）  

 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 

                                        （単位：百万円） 

（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△1,683百万円にはセグメント間

取引消去65百万円および全社費用△1,749百万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。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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）セグメント情報等

 
 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  1,511  1,083  53,578  －  53,578

(2）セグメント間の内部

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

計  50,984  3,530  1,290  55,804  △2,226  53,578

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,403  △57  206  3,552  △1,624  1,928

 
 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 
 59,519  1,706  1,281  62,507  －  62,507

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2,164  288  2,453  △2,453  －

計  59,519  3,871  1,570  64,961  △2,453  62,507

セグメント利益又は損失

（△） 
 4,699  △282  271  4,688  △1,683  3,004

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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