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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年9月30日） 

(注) 
・潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、23年６月期第１四半期は四半期純損失であるため、記載しておりません。 
・当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22
年６月30日）を適用しております。 
・当第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定
しております。 

(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6月期第1四半期 1,246 △0.1 110 ― 111 ― 56 ―
23年6月期第1四半期 1,247 △1.5 △63 ― △60 ― △41 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 56百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △41百万円 （―％）

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6月期第1四半期 38.55 37.46
23年6月期第1四半期 △28.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 1,920 648 33.7
23年6月期 2,021 596 29.5
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  648百万円 23年6月期  596百万円

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  
当社は、平成23年７月１日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を実施しております。 

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6月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6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）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

第2四半期(累計) 2,374 △6.8 95 △24.1 101 △22.6 59 △19.4 40.26
通期 4,678 △6.4 166 △11.0 173 △13.6 101 △31.1 69.12



(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 

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、23年６月期の期末発行済株
式数及び23年６月期１Ｑの期中平均株式数を算定しております。 

※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 
・当社は、平成23年７月１日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を実施しております。 
・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）２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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6月期1Q 1,467,000 株 23年6月期 1,467,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q ― 株 23年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 1,467,000 株 23年6月期1Q 1,467,000 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び原
子力発電所問題などの影響により、経済活動の停滞が懸念され、景気の先行きは不透明な状況でありま
す。 
当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業において、平成22年４月に調剤報酬改定及び薬価基準の

見直しが実施され、薬価基準は薬価ベースで5.75％のダウンとなり、依然厳しい収益環境が続いておりま
す。医薬分業率に関しましては、平成23年２月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
74.1％（前年同月70.3％。全国では65.1％（同62.2％））となっており、伸び率の鈍化傾向が顕著となっ
ております。 
このような環境のなか、当社グループは「質の高い健康を提案するトータルコーディネート会社」とし

て、調剤薬局事業、福祉事業及び不動産関連事業の各事業を展開してまいりました。これらの結果、当第
１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,246,419千円（前年同期比0.1％減）、経常利益111,932千円
（前年同期は経常損失60,964千円）、四半期純利益56,552千円（前年同期は四半期純損失41,527千円）と
なりました。 
  
セグメントの業績は以下のとおりであります。 
  

①調剤薬局事業 

調剤薬局事業は、採算性を考慮して前連結会計年度に調剤薬局１店舗を閉鎖及び医薬品卸部門を廃止し
ておりますが、医療機関の長期投薬等による処方箋単価の増加により既存店舗が好調に推移しておりま
す。また、医薬品の仕入コストの低減、ドミナント戦略による事業基盤の強化及び機動的な人員シフトを
行うこと等の施策によって引き続き効率運営を図るなど、コスト削減に努めました。この結果、売上高は
1,183,249千円（前年同期比0.1％増）、営業利益150,558千円（前年同期は営業損失20,729千円）となり
ました。 
  

②福祉事業 

福祉事業は、引き続き自社サービス品質の維持向上を目標とするとともに、コストの見直しを行い、入
居者様及び通所者様本意の施設を目指して堅実に事業を推進してまいりました。この結果、売上高は
57,574千円（前年同期比3.7％減）、営業利益3,956千円（前年同期は営業損失3,087千円）となりまし
た。 
  

③不動産関連事業 

不動産関連事業におきましては、不動産賃貸・管理収入が主なものであります。 

  

第１四半期連結累計期間末における総資産は、調剤薬局事業において、財政状態の一層の健全化を図る

ための買掛金の支払サイト変更等に伴い現金及び預金が94,527千円減少していることが主要因で、

1,920,662千円（前連結会計年度末比100,936千円の減少）となりました。  

 また、負債につきましては、支払手形及び買掛金が102,873千円及び未払法人税等が47,522千円それぞ

れ減少したことが主要因で、1,272,636千円（前連結会計年度末比152,297千円の減少）となりました。  

 純資産については、四半期純利益56,552千円を計上したこと等により、648,025千円（前連結会計年度

末比51,361千円の増加）となりました。  

  

平成24年６月期の連結業績予想につきましては、平成23年６月期決算短信（平成23年８月８日発表）掲

載の業績予想値と変更ありません。 

  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

 当第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日）を適用しております。 

  
（連結納税制度の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,798 286,271

受取手形及び売掛金 693,046 719,153

商品 210,226 210,457

原材料 10 1,444

繰延税金資産 35,083 18,324

その他 20,915 20,760

貸倒引当金 △6,930 △7,191

流動資産合計 1,333,151 1,249,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 261,127 257,187

機械装置及び運搬具（純額） 5,824 5,767

工具、器具及び備品（純額） 21,757 21,423

リース資産（純額） 75,058 67,664

土地 183,733 182,445

有形固定資産合計 547,501 534,488

無形固定資産 21,487 19,487

投資その他の資産   

投資有価証券 2,280 2,009

長期貸付金 224,709 224,709

繰延税金資産 19,433 18,465

敷金及び保証金 54,822 54,421

その他 42,921 42,570

貸倒引当金 △224,709 △224,709

投資その他の資産合計 119,457 117,466

固定資産合計 688,446 671,442

資産合計 2,021,598 1,920,662
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 829,576 726,703

1年内返済予定の長期借入金 88,491 83,140

未払金 28,111 42,127

未払法人税等 81,862 34,339

賞与引当金 － 31,307

その他 64,118 52,275

流動負債合計 1,092,159 969,894

固定負債   

長期借入金 224,224 205,276

その他 108,550 97,465

固定負債合計 332,774 302,742

負債合計 1,424,934 1,272,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 282,117 99,000

資本剰余金 178,617 28,630

利益剰余金 135,803 520,569

株主資本合計 596,537 648,199

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 126 △174

その他の包括利益累計額合計 126 △174

純資産合計 596,664 648,025

負債純資産合計 2,021,598 1,920,662
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（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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,247,669 1,246,419

売上原価 1,253,048 1,074,844

売上総利益又は売上総損失（△） △5,379 171,575

販売費及び一般管理費 58,466 60,780

営業利益又は営業損失（△） △63,845 110,794

営業外収益   

受取利息及び配当金 50 44

助成金収入 3,424 1,627

受取地代家賃 961 861

受取保険料 － 174

受取手数料 1,100 －

その他 433 444

営業外収益合計 5,969 3,152

営業外費用   

支払利息 2,854 1,986

株式交付費償却 106 －

その他 127 28

営業外費用合計 3,087 2,014

経常利益又は経常損失（△） △60,964 111,932

特別利益   

固定資産売却益 － 2,551

特別利益合計 － 2,551

特別損失   

固定資産除却損 － 272

たな卸資産廃棄損 1,167 967

債務保証損失 － 4,494

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,160 －

特別損失合計 11,327 5,734

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△72,291 108,748

法人税、住民税及び事業税 1,070 34,348

法人税等調整額 △31,834 17,848

法人税等合計 △30,764 52,196

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△41,527 56,552

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,527 56,552
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△41,527 56,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25 △300

その他の包括利益合計 △25 △300

四半期包括利益 △41,552 56,251

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,552 56,251

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  １. 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 

 
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△45,098千円にはセグメント間取引消去△3,365千円及び全社費用△41,733

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。 
   2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  ２. 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 

  該当事項はありません。 

  

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

  １. 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 

 
(注) 1 セグメント利益の調整額△49,846千円にはセグメント間取引消去△4,227千円及び全社費用△45,618千円が含

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。 
   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。 

  

  ２. 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 

  該当事項はありません。 

  

  当社は、平成23年９月28日付で欠損填補及び配当実施の目的のため資本金及び資本準備金の額の減少

を行いました。これにより当第１四半期連結会計期間において、資本金183,117千円、資本準備金

178,617千円をそれぞれその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金のうち328,213千円を繰越利益

剰余金に振り替えております。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計年度末における資本金は99,000千円、資本剰余金は28,630千円と

なっております。 

  なお、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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調剤薬局事業 福祉事業

不動産関連
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 1,182,284 59,788 5,595 1,247,669 ― 1,247,669

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

38 ― 3,327 3,365 △3,365 ―

計 1,182,323 59,788 8,922 1,251,034 △3,365 1,247,669

セグメント利益又は損失(△) △20,729 △3,087 5,069 △18,747 △45,098 △63,845

(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調剤薬局事業 福祉事業

不動産関連
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 1,183,249 57,574 5,595 1,246,419 ― 1,246,419

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

630 ― 3,597 4,227 △4,227 ―

計 1,183,879 57,574 9,192 1,250,647 △4,227 1,246,419

セグメント利益 150,558 3,956 6,125 160,640 △49,846 110,794

（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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