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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注）平成24年３月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第３四半期の数値及び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 

（注）平成24年３月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値については記載しておりません。  

(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3四半期 5,407 ― 384 ― 389 ― 194 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 190百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 130.66 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,403 2,015 24.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,015百万円 23年3月期  ―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  
平成23年４月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

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3月期 ― 0.00 ― 150.00 150.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 50.00 50.00

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  ：  有  
平成24年３月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率について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 8,372 ― 542 ― 549 ― 241 ― 162.50
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(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）  ：  有  

（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」をご覧ください。 

(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
半期連結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．平成23年４月１日付で１株につき３株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株
式数、期中平均株式数を算定しております。 
２．当第３四半期連結会計期間から、株式会社メディックスジャパンホールディングスの全株式を取得したことにより、同社とその子会社である株式会社ケイエム
を連結の範囲に含めております。 
３．当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、当第３四半期連結累計期間から百万円単
位で記載することに変更いたしました。 
４．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 2社 （社名）
株式会社メディックスジャパンホールデ
ィングス、株式会社ケイエム

、 除外 ―社 （社名）

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3Q 1,485,900 株 23年3月期 1,485,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 294 株 23年3月期 294 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 1,485,606 株 23年3月期3Q 1,413,572 株
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当第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、連結経営成績及び連結財政状態の前年同

四半期等との比較分析は行っておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により停滞していた経済活動

は緩やかな回復の兆しが見られたものの、円高の長期化、欧州の財政危機や米国経済の停滞を背景とし

た世界経済の景気低迷などの影響により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループが主に属する調剤薬局・医薬品業界におきましては、急速な少子高齢化社会の進展を背

景に、社会保障に関する財政改善を目的とした医療費抑制政策の継続基調が変わらず、薬価の引下げな

ど様々な医療制度改革が行われており、引き続き厳しい状況となっております。 

こうした環境の中、当社グループは、業務の効率化によるコスト削減を図るため、調剤設備を充実さ

せるなどＩＴ化による効率化を図り、収益性の向上に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,407百万円、営業利益は384百万円、経常利益は

389百万円、四半期純利益は194百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間において、株式会社メディックスジャパンホールディングスの全株

式を取得し、子会社としております。これにより、同社とその子会社である株式会社ケイエム（以下両

社を「ＭＪＨＤ」という。）を連結の範囲に含めておりますが、ＭＪＨＤのみなし取得日を当第３四半

期連結会計期間末としているため、当第３四半期連結累計期間についてはＭＪＨＤの四半期貸借対照表

のみを連結し、四半期損益計算書は連結しておりません。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

①調剤薬局事業 

当第３四半期連結累計期間において２店舗を新規開局したことや既存店舗においても処方箋枚数が

順調に増加したことから、売上高は5,103百万円となり、セグメント利益は597百万円となりました。

②メディカルサポート事業 

メディカルサポート事業の売上高は304百万円となり、セグメント利益は59百万円となりました。

なお、ＭＪＨＤを連結子会社としたことに伴い、同社が行う医薬品卸・給食事業を「メディカルサポ

ート事業」に含めておりますが、前述のとおり当第３四半期連結累計期間については四半期損益計算

書を連結していないため、ＭＪＨＤの業績は含まれておりません。 

  

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は4,692百万円となりました。その主な内訳

は、現金及び預金が2,077百万円、売掛金が2,229百万円であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は3,711百万円となりました。その主な内訳

は、建物が692百万円、土地が998百万円、のれんが1,086百万円、投資不動産が340百万円でありま

す。 

  

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

㈱トータル・メディカルサービス(3163)　平成24年３月期 第３四半期決算短信

－ 2 －



  
（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は3,684百万円となりました。その主な内訳

は、買掛金が2,295百万円、短期借入金が1,003百万円であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は2,703百万円となりました。その主な内訳

は、長期借入金が2,456百万円であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,015百万円となりました。その主な内訳

は、資本金が281百万円、利益剰余金が1,545百万円であります。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に発表いたしました業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日発表の「連結決算開始に伴う連結業績予想の公表ならびに個別

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

当第３四半期連結会計期間から、株式会社メディックスジャパンホールディングス及びその子会社の

株式会社ケイエムを連結の範囲に含めております。 

なお、みなし取得日を当第３四半期連結会計期間末としているため、当第３四半期連結累計期間につ

いてはＭＪＨＤの四半期貸借対照表のみを連結し、四半期損益計算書は連結しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,077

売掛金 2,229

たな卸資産 283

その他 102

貸倒引当金 △1

流動資産合計 4,692

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 692

土地 998

その他（純額） 163

有形固定資産合計 1,854

無形固定資産

のれん 1,086

その他 45

無形固定資産合計 1,131

投資その他の資産

投資有価証券 112

投資不動産（純額） 340

その他 273

貸倒引当金 △2

投資その他の資産合計 725

固定資産合計 3,711

資産合計 8,403
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,295

短期借入金 1,003

未払法人税等 86

賞与引当金 63

その他の引当金 7

その他 228

流動負債合計 3,684

固定負債

長期借入金 2,456

退職給付引当金 88

役員退職慰労引当金 73

その他 85

固定負債合計 2,703

負債合計 6,387

純資産の部

株主資本

資本金 281

資本剰余金 184

利益剰余金 1,545

自己株式 △0

株主資本合計 2,011

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4

その他の包括利益累計額合計 4

純資産合計 2,015

負債純資産合計 8,403
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 5,407

売上原価 4,635

売上総利益 772

販売費及び一般管理費 388

営業利益 384

営業外収益

受取利息 1

受取賃貸料 10

その他 4

営業外収益合計 16

営業外費用

支払利息 6

投資不動産管理費用 4

その他 0

営業外費用合計 11

経常利益 389

特別利益

固定資産売却益 5

特別利益合計 5

特別損失

固定資産除売却損 2

その他 1

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 390

法人税、住民税及び事業税 171

法人税等調整額 25

法人税等合計 196

少数株主損益調整前四半期純利益 194

四半期純利益 194
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四半期連結包括利益計算書
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23年４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 194

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3

その他の包括利益合計 △3

四半期包括利益 190

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 190
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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23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの事業セグメントは、当社グループ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、ＭＪＨＤを連結子会社としたことに伴い、「調剤薬局事業」及び「メディカルサポ

ート事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「調剤薬局事業」では、主に医療機関が発行する処方箋に基づき一般患者に医薬品の調剤を行ってお

ります。 

「メディカルサポート事業」では、従来からの患者向けの物品販売に加え、ＭＪＨＤが行う医薬品

卸、病院・福祉施設内給食などの医療に関わる総合的なアウトソーシングサービスの提供を行っており

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

「メディカルサポート事業」セグメントにおいて、平成23年12月１日付で株式会社メディックスジャパ

ンホールディングスの全株式を取得し連結子会社としたことから、のれんの金額に重要な変動が生じてお

ります。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては1,006百万円でありま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：百万円）

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

メディカル
サポート事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,103 304 5,407 ― 5,407

セグメント利益 597 59 656 △272 384

（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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当第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度に係る（要約）貸借対照表及び

前第３四半期累計期間に係る四半期損益計算書を掲載しております。 

 
  

４．補足情報

（１）(要約)貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 801

  売掛金 899

  商品 167

  その他 69

  貸倒引当金 △0

  流動資産合計 1,936

 固定資産

  有形固定資産

   建物（純額） 530

   土地 1,037

   その他（純額） 133

   有形固定資産合計 1,701

  無形固定資産

   のれん 127

   その他 44

   無形固定資産合計 172

  投資その他の資産

   投資有価証券 142

   投資不動産（純額） 140

   その他 247

   貸倒引当金 △2

   投資その他の資産合計 528

  固定資産合計 2,402

 資産合計 4,339
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

 流動負債

  買掛金 913

  短期借入金 661

  未払法人税等 189

  賞与引当金 71

  その他の引当金 6

  その他 107

  流動負債合計 1,949

 固定負債

  長期借入金 316

  退職給付引当金 58

  役員退職慰労引当金 65

  その他 50

  固定負債合計 490

 負債合計 2,439

純資産の部

 株主資本

  資本金 281

  資本剰余金 184

  利益剰余金 1,425

  自己株式 △0

  株主資本合計 1,891

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 7

  評価・換算差額等合計 7

 純資産合計 1,899

負債純資産合計 4,339
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（２）四半期損益計算書

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間

(自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日)

売上高 4,910

売上原価 4,084

売上総利益 825

販売費及び一般管理費 366

営業利益 459

営業外収益

 受取利息 0

 受取配当金 0

 受取賃貸料 9

 受取保険金 0

 その他 4

 営業外収益合計 15

営業外費用

 支払利息 5

 株式交付費 8

 株式公開費用 9

 投資不動産管理費用 2

 その他 0

 営業外費用合計 25

経常利益 448

特別利益

 固定資産売却益 0

 特別利益合計 0

特別損失

 固定資産除売却損 0

 投資有価証券評価損 1

 ゴルフ会員権評価損 4

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 0

 特別損失合計 7

税引前四半期純利益 442

法人税、住民税及び事業税 210

法人税等調整額 7

法人税等合計 218

四半期純利益 223
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