
平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オストジャパングループ 上場取引所 札 
コード番号 2757 URL http://www.ost-japan.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 村上 睦
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 山田 耕資 TEL 011-896-5533
四半期報告書提出予定日 平成24年2月6日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12月31日） 

（注） 
・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。 
・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及び潜在
株式調整後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2四半期 2,543 △0.2 181 44.4 197 51.3 105 44.1
23年6月期第2四半期 2,548 △0.9 125 90.9 130 74.5 73 ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 105百万円 （43.8％） 23年6月期第2四半期 73百万円 （―％）

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2四半期 71.91 69.57
23年6月期第2四半期 49.96 49.24

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 2,028 707 34.9
23年6月期 2,021 596 29.5
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  707百万円 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 ― 0.00
24年6月期（予想） ― 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、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 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４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） 

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２Ｑ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）３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2Q 1,530,000 株 23年6月期 1,467,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q ― 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2Q 1,468,369 株 23年6月期2Q 1,467,000 株
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当第２四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
２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,543,129千円（前年同期比0.2％減）、経常利益197,626千円
（同51.3％増）、四半期純利益105,589千円（同44.1％増）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
2,417,177千円（前年同期比0.0％減）、営業利益265,855千円（同27.4％増）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
114,760千円（前年同期比3.9％減）、営業利益6,935千円（前年同期は営業損失6,350千円）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。 

  

①財政状態 

第２四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39,053千円減少しておりますが、売掛金が59,057

千円増加していること等により、2,028,516千円（前連結会計年度末比6,918千円の増加）となりました。 

 また、負債につきましては、有利子負債が53,653千円及び支払手形及び買掛金が40,582千円それぞれ減

少したことが主要因で、1,320,937千円（前連結会計年度末比103,996千円の減少）となりました。  

 純資産については、四半期純利益105,589千円を計上したこと及び新株予約権の行使により資本金が

10,521千円増加したこと等により、707,579千円（前連結会計年度末比110,915千円の増加）となりまし

た。  

  

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
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は341,745千円となり、前連結会計年

度末と比較して39,053千円の減少となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、17,247千円（前年同期比74.4％減）となりました。税金等調整前四半

期純利益193,044千円を計上しておりますが、法人税等の支払額81,123千円及び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より仕入債務が40,582千円の減少となったこと等によります。

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、2,234千円（前年同期は29,166千円の使用）となりました。これは調

剤機器の取得等により有形固定資産の取得による支出13,578千円及び北日本化学株式会社の連帯保証人よ

り同社への貸付金の一部を回収（11,411千円）したこと等によります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、58,535千円（前年同期比60.7％増）となりました。これは長期借入金

の約定返済46,084千円及びリース債務の返済による支出18,370千円が主要因であります。 

  

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。 

  

（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 

 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。 

 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及び潜在株式調整後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） 

 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。なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第14号）が平成23年３月29日付で一部改正されたことに伴い、従来、特別利益に計上

しておりました「貸倒引当金戻入額」は、当第２四半期連結累計期間より営業外収益に「貸倒引当金

戻入額」として計上しておりますが、同実務指針の定めに基づき、前第２四半期連結累計期間につい

ては遡及処理を行っておりません。 

  
（連結納税制度の適用） 

 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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,798 341,745

受取手形及び売掛金 693,046 752,104

商品 210,226 242,692

原材料 10 2,433

貯蔵品 － 16

繰延税金資産 35,083 13,071

その他 20,915 20,486

貸倒引当金 △6,930 △7,521

流動資産合計 1,333,151 1,365,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 261,127 253,034

機械装置及び運搬具（純額） 5,824 4,838

工具、器具及び備品（純額） 21,757 19,965

リース資産（純額） 75,058 66,566

土地 183,733 189,660

有形固定資産合計 547,501 534,064

無形固定資産 21,487 21,159

投資その他の資産   

投資有価証券 2,280 2,063

長期貸付金 224,709 213,298

繰延税金資産 19,433 13,709

敷金及び保証金 54,822 54,020

その他 42,921 38,468

貸倒引当金 △224,709 △213,298

投資その他の資産合計 119,457 108,262

固定資産合計 688,446 663,487

資産合計 2,021,598 2,028,516
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 829,576 788,993

1年内返済予定の長期借入金 88,491 79,273

未払金 28,111 39,892

未払法人税等 81,862 59,927

その他 64,118 66,458

流動負債合計 1,092,159 1,034,545

固定負債   

長期借入金 224,224 187,358

その他 108,550 99,033

固定負債合計 332,774 286,391

負債合計 1,424,934 1,320,937

純資産の部   

株主資本   

資本金 282,117 109,521

資本剰余金 178,617 28,630

利益剰余金 135,803 569,607

株主資本合計 596,537 707,758

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 126 △179

その他の包括利益累計額合計 126 △179

純資産合計 596,664 707,579

負債純資産合計 2,021,598 2,028,516
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,548,089 2,543,129

売上原価 2,308,198 2,235,035

売上総利益 239,891 308,093

販売費及び一般管理費 114,207 126,552

営業利益 125,684 181,541

営業外収益   

受取利息及び配当金 86 56

助成金収入 5,439 4,736

受取地代家賃 1,919 1,714

受取保険料 － 1,811

受取手数料 1,650 275

貸倒引当金戻入額 － 11,411

その他 1,303 737

営業外収益合計 10,398 20,742

営業外費用   

支払利息 5,250 3,790

株式交付費償却 106 －

その他 105 866

営業外費用合計 5,461 4,657

経常利益 130,620 197,626

特別利益   

固定資産売却益 － 2,551

貸倒引当金戻入額 2,000 －

特別利益合計 2,000 2,551

特別損失   

固定資産除却損 740 272

減損損失 － 100

たな卸資産廃棄損 2,086 2,265

債務保証損失 763 4,494

賃貸借契約解約損 1,340 －

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 15,091 7,133

税金等調整前四半期純利益 117,528 193,044

法人税、住民税及び事業税 52,671 59,608

法人税等調整額 △8,438 27,846

法人税等合計 44,232 87,454

少数株主損益調整前四半期純利益 73,295 105,589

四半期純利益 73,295 105,589
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 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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 73,295 105,589

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 125 △305

その他の包括利益合計 125 △305

四半期包括利益 73,421 105,284

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 73,421 105,284

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23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 117,528 193,044

減価償却費 43,791 37,695

減損損失 － 100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,168 △10,821

受取利息及び受取配当金 △86 △56

支払利息 5,250 3,790

株式交付費償却 106 －

固定資産除却損 740 272

固定資産売却損益（△は益） － △2,551

たな卸資産廃棄損 2,086 2,265

債務保証損失 763 4,494

賃貸借契約解約損 1,340 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,160 －

その他の資産の増減額（△は増加） 11,970 2,918

売上債権の増減額（△は増加） △83,110 △59,057

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,940 △37,171

仕入債務の増減額（△は減少） 96,492 △40,582

未払金の増減額（△は減少） 10,481 11,196

長期前払費用の増減額（△は増加） 295 585

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,810 △2,466

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △928 △928

その他 825 3,822

小計 220,291 106,550

利息及び配当金の受取額 86 56

利息の支払額 △5,283 △3,741

債務保証履行による支出 △143,774 △4,494

法人税等の支払額 △4,062 △81,123

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,256 17,247

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 △15,514 △13,578

有形固定資産の売却による収入 118 3,876

無形固定資産の取得による支出 △292 △425

投資有価証券の取得による支出 △299 △300

長期貸付金の回収による収入 2,000 11,411

投資その他の資産の増減額（△は増加） △15,177 1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,166 2,234

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 25,000 －

長期借入金の返済による支出 △40,503 △46,084

株式の発行による収入 － 10,521

配当金の支払額 － △4,601

リース債務の返済による支出 △20,930 △18,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,434 △58,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,656 △39,053

現金及び現金同等物の期首残高 315,208 380,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 316,864 341,745
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 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７月１日 至 平成22年12月31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△88,226千円にはセグメント間取引消去△6,765千円及び全社費用△81,460

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。 

  

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31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△104,530千円にはセグメント間取引消去△7,861千円及び全社費用△96,669千円が

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 2,417,474 119,423 11,191 2,548,089 ― 2,548,089

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

111 ― 6,654 6,765 △6,765 ―

計 2,417,586 119,423 17,845 2,554,855 △6,765 2,548,089

セグメント利益又は損失(△) 208,648 △6,350 11,613 213,910 △88,226 125,684

(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 2,417,177 114,760 11,191 2,543,129 ― 2,543,129

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

667 ― 7,194 7,861 △7,861 ―

計 2,417,844 114,760 18,385 2,550,990 △7,861 2,543,129

セグメント利益 265,855 6,935 13,280 286,071 △104,530 181,541
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  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。 

 また、平成23年12月28日付で新株予約権の行使により資本金が10,521千円増加しております。 

  以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金は109,521千円、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。 

  

（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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