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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期  130,041  16.0  5,464  14.2  4,941  13.4  2,085  14.5

23年３月期  112,128  14.1  4,784  34.8  4,358  40.7  1,821  29.7

（注）包括利益 24年３月期 2,315百万円 （ ％） 26.7   23年３月期 1,826百万円 （ ％） 33.0

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

24年３月期  290.92  －  15.2  6.2  4.2

23年３月期  255.14  －  15.1  6.3  4.3

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23年３月期 －百万円 

  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 

24年３月期  86,615  14,716  17.0  2,047.95

23年３月期  72,701  12,780  17.6  1,786.82

（参考）自己資本 24年３月期 14,716百万円   23年３月期 12,780百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

24年３月期  7,127  △9,694  7,920  12,554

23年３月期  6,723  △8,269  1,109  7,200

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期 －  30.00 － 30.00 60.00  439 23.5 3.6

24年３月期 －  35.00 － 35.00 70.00  512 24.1 3.7

25年３月期（予想） －  40.00 － 40.00 80.00   14.9  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  73,062  16.9  2,224  △26.0  2,030  △24.9  1,245  6.3  173.33

通期  156,878  20.6  7,100  29.9  6,685  35.3  3,848  84.6  535.56



※  注記事項 

  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

（参考） 自己資本 24年３月期  百万円 23年３月期  百万円 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）期中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   

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 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 826,234株 23年３月期 859,614株

③  期中平均株式数 24年３月期 7,167,674株 23年３月期 7,137,900株

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  116,790  15.1  4,817 11.4  3,451  △12.0  1,816 61.8

23年３月期  101,504  11.8  4,324 27.9  3,923  33.5  1,122 105.6

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

  円   銭 円    銭

24年３月期  253.38 －

23年３月期  157.29 －

(2）個別財政状態  

  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

24年３月期  80,854    15,470  19.1  2,152.90

23年３月期  67,951  13,803  20.3  1,929.87

15,470 13,803

この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい

て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了しておりません。

（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）決算補足説明資料の入手方法 

当社は、平成24年５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。
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(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度における我が国経済は、昨年3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による

電力供給問題、欧州金融不安、タイの洪水被害などにより低迷を続けました。今後は復興の進展と欧州諸国の安定化

への取り組みから回復が期待されますが、財政健全化をはじめとした課題が山積しております。 

  調剤薬局業界においては、当連結会計年度は薬価改定・調剤報酬改定のないタイミングであり、環境の大きな変化

はありませんでした。一方、本年4月からの同改定では、新たな施策として薬局での情報提供体制の整備、処方せん

様式の変更など、ジェネリック医薬品の使用促進策が引き続き盛り込まれました。前回改定におけるジェネリック医

薬品使用へのインセンティブ付与に加え、使用促進のための体制整備を行わない薬局へのディスインセンティブとな

る新しい方向性が示されています。今後の制度変化への迅速な対応が従来以上に調剤薬局に求められるものと思われ

ます。また医薬品業界においては、ジェネリック医薬品製造事業に対する先発品メーカー、大手外資の本格参入な

ど、市場拡大を先取りした動きが見られています。 

  当社グループでは以前よりこのような環境変化を想定して事業展開を進めてまいりました。現在、調剤薬局事業に

おいては、業界の再編・淘汰を見据え、面対応薬局（特定の医療機関に依存しない新しいタイプの調剤薬局店舗）を

主とした出店を推進しております。当連結会計年度においては、M＆Aによる2店舗を含め、過去 高の77店舗の出店

をいたしました。売上面では処方せん単価の上昇基調が続いたことなどにより好調に推移しました。医薬品製造販売

事業においては、5月に予定していた一部品目の新規収載延期などありましたが、自社工場による製造製品を含め取

扱品目を着実に増やしております。また売上面でもグループ外への販売拡大を続けております。医療従事者派遣・紹

介事業においては、従来より続けてきた営業体制強化により、主力の薬剤師事業を中心に順調に推移しました。 

  これらの結果、当連結会計年度の連結業績については大幅な増収増益を達成することができました。連結売上高は

百万円（対前年同期比 ％、 百万円増）となりました。利益面につきましては、医薬品製造販売事

業においてコストの増加がありましたが、調剤薬局事業および医療従事者派遣・紹介事業の売上拡大により、当連結

会計年度の連結営業利益は 百万円（対前年同期比 ％、 百万円増）となりました。経常利益につきまして

は、 百万円（対前年同期比 ％、 百万円増）となり、また当期純利益につきましても、 百万円（対

前年同期比 %、 百万円増）となりました。 

  

〔各事業のセグメント別概況〕 

①調剤薬局事業 

  当連結会計年度において、営業体制の強化充実を推進し、当社の主力タイプである大病院前の門前型薬局とは異な

る面対応薬局を中心として過去 多の直営店舗76店舗を新規開局いたしました（昨年4月に子会社化し本年3月に当社

に吸収合併した株式会社有鄰1店舗を含む）。さらに本年1月にワールド薬局株式会社（1店舗）を取得し、当連結会

計年度の連結ベースでの新規出店数は77店舗となりました。また昨年11月に連結子会社2社3店舗、本年3月に同7社20

店舗を吸収合併により直営化したため、当連結会計年度末では直営店舗414店舗、子会社3店舗、グループ総店舗数は

417店舗となりました。吸収合併により子会社の統合を実施し、調剤薬局運営子会社は当連結会計年度末で2社となっ

ております。当連結会計年度の調剤薬局事業の売上高は、既存店舗の好調な売上増加に加えて、前連結会計年度にオ

ープンした店舗及び当連結会計年度の新規店舗の業績寄与により、 百万円（対前年同期比 ％、 百

万円増）と順調に推移しました。当事業セグメントの営業利益は 百万円（対前年同期比 ％、 百万円

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に特化した製造販売子会社である日本ジェネリック株式会社は、国内の主たる医薬品卸ルート

の全国流通網を確保したジェネリック医薬品メーカーとしての“強み”を発揮して、当社グループの調剤薬局向けは

もちろんのこと、全国の医療機関・調剤薬局に対して積極的に販売活動を行い、売上拡大を図ってまいりました。本

年1月には、ラインアップに注射薬を加え病院・診療所向けの拡販に向けた体制を強化しています。自社製造につい

ては、つくば第1工場での生産品目増加・稼働率の上昇に努めました。さらに、今後の生産拡大の準備を研究開発と

製造設備の両面で積極的に推し進めました。業績面では、ジェネリック医薬品普及の動きが想定を下回り、当連結会

計年度の医薬品製造販売事業の売上高は 百万円（対前年同期比 ％、 百万円増）と微増に留まりました。

利益面については、 百万円の営業損失（前年同期は 百万円の損失）となりました。なお当連結会計年度末での販

売品目数は導入品を含め、340品目となっております。 

③医療従事者派遣・紹介事業 

  子会社の株式会社メディカルリソースでは、圧倒的な国内シェアを持つ薬剤師に特化した労働者派遣紹介事業を中

心に、医師・看護師の紹介事業の推進、インターネット・コンテンツ『有料老人ホーム・高齢者住宅検索 探しっく

す』の運営など、医療従事者総合人材サービス事業として領域拡大を図っております。事業環境としては、昨年に続

き薬学部の6年制移行に伴う新卒薬剤師の減少により、薬剤師の転職市場が一時的に縮小しておりますが、従来から

の営業体制強化が奏功し、売上高は 百万円（対前年同期比 ％、 百万円増）、営業利益 百万円（対前

１．経営成績

130,041 16.0 17,913

5,464 14.2 679

4,941 13.4 582 2,085

14.5 264

123,549 15.8 16,836

9,448 20.7 1,617

8,133 7.3 554

586 1

3,236 26.6 679 437



年同期比 ％、 百万円増）となりました。 

  

（来期の見通し） 

   調剤薬局事業においては、安定的な門前型薬局の新規出店を継続しつつ、面対応薬局をはじめとして、本格的な

ジェネリック医薬品時代を見据えた、特定の医療機関に依存しない「真の医薬分業」を実現する新しい調剤薬局モデ

ルを積極的に展開してまいります。 

 医薬品製造販売事業においては、先述の通り本年4月の調剤報酬改定をはじめとした施策の進展により、ジェネリ

ック医薬品の使用が飛躍的に伸びることが見込まれます。この時機を失することなく製造販売の両面において積極的

に取り組みます。 

 医療従事者派遣・紹介事業においては、3年ぶりに新卒薬剤師が輩出され、市場の活性化が見込まれます。こうし

た環境変化の状況を踏まえ、さらなるシェアの拡大を目指します。 

  

  次期の業績見通しについては、連結売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円（前年

同期比 ％増）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）、当期純利益 百万円（前年同期比 ％増）

を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における資産の部は 百万円となり、前連結会計年度末の 百万円に対し、 %、

百万円増加いたしました。また、当連結会計年度末の負債の部は 百万円となり、前連結会計年度末の

百万円に対し、 ％、 百万円増加いたしました。 

  流動資産は、前連結会計年度末の 百万円に対し、 ％、 百万円増加し、 百万円となりまし 

た。主な要因は、現金及び預金の増加 百万円、売掛金の増加 百万円などによるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末 百万円に対し、 ％、 百万円増加し、 百万円となりました。

うち、有形固定資産は、前連結会計年度末 百万円に対し、 ％、 百万円増加し、 百万円となり

ました。その主な要因は、土地の取得、調剤薬局事業における新規出店展開等の設備投資であります。無形固定資産

は前連結会計年度末 百万円に対し、 ％、 百万円減少し、 百万円となりました。投資その他の資産

は、調剤薬局事業における出店および本社増床による敷金及び保証金の増加等により、前連結会計年度末 百万

円に対し、 ％、 百万円増加し、 百万円となりました。 

  流動負債は、前連結会計年度末 百万円に対し、 ％、 百万円減少し、 百万円となりました。

変動の主な要因は、一年以内返済予定長期借入金の減少 百万円、仕入増加に伴う買掛金の増加 百万円によ

るものであります。 

  固定負債は、前連結会計年度末 百万円に対し、 ％、 百万円増加し、 百万円となりました。

その主な要因は社債の増加 百万円であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度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期末残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  主要な収入項目は、税金等調整前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円であります。他方、法人税等の

支払額 百万円が主要な支出項目であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  調剤薬局事業における新規出店展開への投資を中心とした有形固定資産の取得による支出 百万円および調剤

薬局事業における出店および本社増床による敷金保証金の差入による支出 百万円が主要な支出項目でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  主要な収入項目は、社債の発行による収入 百万円であります。一方、主要な支出項目としては長期借入金の

返済による支出 百万円であります。 
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キャッシュ・フロー指標の推移 

（注）各指標の算出方法は次のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

①各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

②株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

③営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、株主の皆さま方への利益還元を経営上の重要課題の一つとして捉えており、成長性を確保するた

めの内部留保も十分に考慮しながらも、各期の経営成績に連動した形で 大限株主の皆さま方に対して利益還元を図

っていくことを基本方針としております。また、当社は中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針と

しており、これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当

社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており

ます。内部留保資金の使途といたしましては、中長期的な事業拡大を鑑みつつ、事業内容の原資として利用すること

としております。 

  この方針のもと、当連結会計年度につきましては、当社業績は調剤薬局事業を中心に好調に推移いたしましたの

で、当連結会計年度末の配当金を1株当たり35円とさせていただきます。従いまして1株当たりの配当額は、第2四半

期累計期間末35円、期末35円（第2四半期累計期間末は実施済み）の年間配当金額1株当たり70円とさせていただきま

す。 

  また次連結会計年度の1株当たり配当金は、第2四半期累計期間末、期末配当とも1株当たり40円（年間配当金額は1

株当たり80円）とさせていただく予定であります。  

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率（％）  26.8  18.8  17.6  17.6  17.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 24.6  15.8  30.8  27.5  22.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 5.7  32.7  8.4  5.0  5.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 14.7  2.5  7.8  12.8  13.0



  当社グループは、当社及び当社の子会社5社により構成されており、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業、医療従事

者派遣・紹介事業を、主たる事業としております。 

＜調剤薬局事業＞ 

  当社グループは、コア事業として調剤薬局事業を展開しております。「医薬分業」は近年、医薬分業率が約６割にな

るなど日本国内に普及・定着してきている中、当社及び子会社2社で全国全都道府県に出店展開しております。大型総

合病院前の門前型調剤薬局に加え、面対応薬局の積極出店を進め患者さま・お客さまとの接点を増やすよう努めており

ます。また、同事業における医療業界全般に関する研究調査、製薬企業に対する情報提供・コンサルティング事業につ

いて、本年1月に「株式会社日本医薬総合研究所」を設立し、分社化いたしました。 

＜医薬品製造販売事業＞ 

  国の医療費抑制施策を背景として、市場拡大が期待されるジェネリック医薬品の製造販売に特化した事業でありま

す。平成17年1月に子会社「日本ジェネリック株式会社」を設立し、同年4月の改正薬事法施行に伴う医薬品製造販売企

業としての承認を得て、平成18年4月からはジェネリック医薬品の全国販売を開始いたしました。また平成19年から自

社による承認製品の販売もスタートさせております。平成19年には医薬研究所を開設、また茨城県つくば市に工場を取

得し、平成22年より自社工場での製造をスタートいたしました。本格的なジェネリック医薬品市場の拡大に向けた活動

を行っております。 

＜医療従事者派遣・紹介事業＞ 

  調剤薬局事業で培った人材ノウハウを活用して、薬剤師を中心に医師、看護師を含めた医療関係者を対象とした労働

者派遣紹介事業として、子会社「株式会社メディカルリソース」を全国展開しております。薬剤師の派遣紹介事業では

トップ企業のポジションにあり、日本調剤グループへの人材供給はもちろん、他の調剤薬局への薬剤師の派遣・紹介活

動を行っております。 

  

  当連結会計年度末における、当社グループの事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 
＊株式会社有鄰は、全株式取得により平成23年4月1日より当社連結子会社となっております。 

＊有限会社メディカルセンターフジ及び有限会社ハリーホック・ファーマシーは、平成23年11月1日に株式会社トップ

ワンファーマシーに吸収合併いたしました。 

＊有限会社西華堂、株式会社有鄰の2社は、平成23年11月1日に当社に吸収合併いたしました。 

２．企業集団の状況



＊ワールド薬局株式会社は、全株式取得により平成24年1月31日より当社連結子会社となっております。 

＊株式会社西武調剤センター、株式会社チバイノン、株式会社札幌薬剤、有限会社みどり薬局、有限会社中島薬局、厚

生堂薬品株式会社及び株式会社トップワンファーマシーは、平成24年3月1日に当社に吸収合併いたしました。  

  



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は昭和55年の創業以来「医薬分業」を基本理念に掲げ、「日本調剤」の社名が示すとおり、地域の隔てなく日

本全国に調剤薬局を展開し、質の高い医療を国民に提供することを使命として事業展開をしております。国の財政が

ひっ迫する中、国民皆保険をはじめとする日本の医療制度を維持してゆくための制度改革が不可避であると考えられ

ます。このような状況の下、基幹事業である調剤薬局事業では、医療費の削減に貢献するジェネリック医薬品への変

更をはじめとして、多様化・高度化する国民の希望に応えられる「真の医薬分業」の実現を目指しております。また

これを支えるものとして、ジェネリック医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業を展開しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社では、株主・投資家重視の観点から、株主資本利益率、総資本利益率等の経営指標上の数値向上を目指してお

りますが、主たる事業である調剤薬局事業において国の制度変更や各種施策によって収益性が大きく左右されるた

め、具体的な目標としての経営指標につきましては現時点では特に定めておりません。しかしながら今後、調剤薬局

事業以外の関係事業が成長し、安定的な事業基盤を確立していく段階で、当社の事業スタイルに適合した目標とすべ

き経営指標を定めたいと考えております。当面、継続的な事業拡大と安定的な配当実施に向けて、キャッシュ・フロ

ーを重視し、株主資本の効率化を追求することにより、企業価値の 大化を図ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、高齢化社会の進展に伴い拡大する調剤薬局市場において、引き続き全国展開を推進して圧倒的な

調剤売上高を維持するとともに、質の面では患者さまのニーズを満たし、我が国 高水準の質・医療サービスを確保

できるよう努力してまいります。また、国策として推進されている医療費低減施策の中で、ジェネリック医薬品製造

販売事業を国内トップレベルのフルラインジェネリックメーカーに成長させることを目標としております。 

  

 当社では、本決算短信と同日の平成24年5月1日付で、平成25年3月期から平成27年3月期までの3ヵ年を対象とした

「第3期中期経営計画」を発表いたしました。詳細につきましては同発表をご参照ください。 

  

なお、全社基本方針に則った各事業の基本方針は次のとおりであります。 

  

〔調剤薬局事業〕 

 当社グループのコア事業と位置づけ、全国展開している調剤薬局の出店営業活動を強化するとともに、調剤薬局大

手としての購買力を活かした薬剤仕入価格の低減推進、革新的なIT（情報技術）活用による業務効率化等によるコス

ト抑制を図り、収益の確保を図ってまいります。また、薬局・薬剤師の質的向上に向けて、人材育成、システム等へ

の投資を継続してまいります。 

〔医薬品製造販売事業〕 

 調剤薬局事業に大きく影響を与えるジェネリック医薬品の製造販売に積極的に取り組みます。今後、急激な市場の

拡大が予想されるジェネリック医薬品の普及・進展局面において、当社調剤薬局事業へのジェネリック医薬品の安定

供給を図り、かつ医薬品市場においての事業拡大により、高い収益性を有する成長事業として当社の中核事業へと進

めてまいります。 

〔医療従事者派遣・紹介事業〕 

 薬剤師を中心とした派遣・紹介事業として、強みである調剤薬局事業で培った薬剤師の採用力・教育力等ノウハウ

をバックボーンに、近年の業界での薬剤師雇用に対するニーズの高まりに対して全国レベルで事業展開を図ります。

  

(4）会社の対処すべき課題 

 医薬品・調剤薬局市場においては、「医療制度改革」の各種施策を中心に、マイナス基調である薬価改定及び診療

報酬改定に伴う調剤薬局の収益構造変化、医療機関の経営行動の変化など、医薬分業が進展する一方で事業環境に大

きな変化が表れてきております。当社グループでは環境変化の主要因である「医療制度改革」の動向を見据えて、国

や患者さまに経済的メリットのあるジェネリック医薬品への積極的な取り組みなど、各種の制度変更に対して速やか

な対応を図ることにより、医療サービス提供企業としての質と競争力を維持・強化してまいります。 

 調剤薬局事業においては、環境変化に強い事業基盤確立に向けて、引き続き医療サービスとしての質を確保しつ

つ、新たな取組である面対応薬局を中心に出店営業活動の強化を継続して、中長期的な着実な成長性と収益性の維

持・拡大を図ってまいります。 

 医薬品製造販売事業においては、医療制度改革の諸施策に迅速に対応するジェネリック医薬品の製造販売メーカー

として、当社調剤薬局はもちろん他の調剤薬局や医療機関向けの全国販売展開を拡大し、事業展開してまいります。

 医療従事者派遣・紹介事業においては、全国規模での事業展開を引き続き推し進めて、強みである調剤薬局事業と

のシナジーを 大限に発揮するとともに、地域ごとのきめ細やかな派遣・紹介活動を行うことにより、さらなる事業

拡大を図ってまいります。また当社グループのシナジー（相乗）効果を十分に発揮できる新規事業の育成にも努めて

まいります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,275 12,622

売掛金 10,893 12,868

商品及び製品 8,595 8,419

仕掛品 54 161

原材料及び貯蔵品 181 299

繰延税金資産 802 798

その他 1,127 1,384

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 28,920 36,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,362 19,674

減価償却累計額 △6,478 △7,611

建物及び構築物（純額） 10,884 12,062

機械装置及び運搬具 2,076 2,463

減価償却累計額 △65 △227

機械装置及び運搬具（純額） 2,011 2,236

土地 9,711 12,135

リース資産 230 319

減価償却累計額 △33 △52

リース資産（純額） 196 266

建設仮勘定 963 1,486

その他 4,883 6,778

減価償却累計額 △3,185 △4,170

その他（純額） 1,697 2,607

有形固定資産合計 25,465 30,796

無形固定資産   

のれん 8,286 8,205

その他 1,661 1,639

無形固定資産合計 9,947 9,845

投資その他の資産   

投資有価証券 527 894

長期貸付金 785 846

敷金及び保証金 5,706 6,579

前払年金費用 224 －

繰延税金資産 243 175

その他 880 933

投資その他の資産合計 8,368 9,429

固定資産合計 43,781 50,071

資産合計 72,701 86,615



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,091 21,884

短期借入金 3,001 3,420

1年内返済予定の長期借入金 10,482 4,953

リース債務 19 25

未払法人税等 1,324 1,735

賞与引当金 1,257 1,425

役員賞与引当金 105 135

売上割戻引当金 460 154

資産除去債務 2 7

その他 1,653 3,015

流動負債合計 38,399 36,757

固定負債   

社債 － 14,000

長期借入金 20,183 19,610

リース債務 204 269

退職給付引当金 170 115

役員退職慰労引当金 526 611

資産除去債務 408 528

その他 28 4

固定負債合計 21,522 35,141

負債合計 59,921 71,899

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 8,233

自己株式 △2,464 △2,378

株主資本合計 12,856 14,562

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △76 153

その他の包括利益累計額合計 △76 153

純資産合計 12,780 14,716

負債純資産合計 72,701 86,615



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 112,128 130,041

売上原価 92,946 108,003

売上総利益 19,182 22,038

販売費及び一般管理費 14,398 16,574

営業利益 4,784 5,464

営業外収益   

受取利息 1 2

受取手数料 68 76

受取賃貸料 88 93

助成金収入 15 －

受取補償金 － 42

その他 57 88

営業外収益合計 232 304

営業外費用   

支払利息 522 574

支払手数料 62 101

その他 72 151

営業外費用合計 658 827

経常利益 4,358 4,941

特別利益   

固定資産売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

減損損失 140 41

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

災害による損失 95 －

その他 72 －

特別損失合計 496 124

税金等調整前当期純利益 3,865 4,817

法人税、住民税及び事業税 2,164 2,795

法人税等調整額 △120 △63

法人税等合計 2,044 2,732

少数株主損益調整前当期純利益 1,821 2,085

当期純利益 1,821 2,085



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,821 2,085

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 230

その他の包括利益合計 5 230

包括利益 1,826 2,315

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,826 2,315



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,953 3,953

当期末残高 3,953 3,953

資本剰余金   

当期首残高 4,754 4,754

当期末残高 4,754 4,754

利益剰余金   

当期首残高 5,221 6,614

当期変動額   

剰余金の配当 △428 △465

当期純利益 1,821 2,085

当期変動額合計 1,392 1,619

当期末残高 6,614 8,233

自己株式   

当期首残高 △2,441 △2,464

当期変動額   

自己株式の取得 △95 －

自己株式の処分 72 86

当期変動額合計 △23 86

当期末残高 △2,464 △2,378

株主資本合計   

当期首残高 11,487 12,856

当期変動額   

剰余金の配当 △428 △465

当期純利益 1,821 2,085

自己株式の取得 △95 －

自己株式の処分 72 86

当期変動額合計 1,369 1,705

当期末残高 12,856 14,562

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △82 △76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 230

当期変動額合計 5 230

当期末残高 △76 153

純資産合計   

当期首残高 11,405 12,780

当期変動額   

剰余金の配当 △428 △465

当期純利益 1,821 2,085

自己株式の取得 △95 －

自己株式の処分 72 86

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 230

当期変動額合計 1,374 1,936

当期末残高 12,780 14,716



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,865 4,817

減価償却費 2,333 3,028

長期前払費用償却額 152 147

減損損失 140 41

のれん償却額 361 475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 138 166

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 132 △306

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20 30

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 9 87

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 79 85

受取利息及び受取配当金 △10 △8

支払利息 522 574

退職給付制度終了損 － 82

災害損失 95 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 188 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,750 △1,861

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,177 △11

仕入債務の増減額（△は減少） 2,759 1,634

前払費用の増減額（△は増加） 0 △161

未払費用の増減額（△は減少） 76 213

未払金の増減額（△は減少） △69 842

その他 0 181

小計 9,367 10,060

利息及び配当金の受取額 10 8

利息の支払額 △525 △548

災害損失の支払額 △9 －

法人税等の支払額 △2,119 △2,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,723 7,127



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △2,625 △7,723

有形固定資産の売却による収入 64 －

無形固定資産の取得による支出 △539 △353

事業譲受による支出 △142 －

長期前払費用の増加による支出 △65 △134

投資有価証券の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,536 △445

貸付金の実行による支出 △63 △173

貸付金の回収による収入 116 116

敷金及び保証金の差入による支出 △611 △1,066

敷金及び保証金の回収による収入 150 102

その他 △17 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,269 △9,694

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） 965 418

長期借入れによる収入 9,800 4,500

長期借入金の返済による支出 △2,203 △10,601

社債の発行による収入 － 14,000

社債の償還による支出 △7,000 －

リース債務の返済による支出 △14 △22

自己株式の売却による収入 86 91

自己株式の取得による支出 △95 －

配当金の支払額 △428 △465

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,109 7,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435 5,353

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期末残高 7,200 12,554



   該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（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） 

 当連結会計年度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。 

  

（退職金制度の変更） 

  当社は退職金制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しておりましたが、平成23年10月１日  

をもって、確定拠出年金制度及び新たな退職一時金制度に移行いたしました。 

  この移行に伴う会計処理については「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。また、この移行に伴う特別損失として、当連結会計年度において82百万円を計上しており

ます。 



１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、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および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になって

いるものであります。 

当社グループは、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業および医療従事者派遣・紹介事業の三つの事業ユ

ニットにより組織が構成されており、各ユニット単位で包括的な戦略の立案および事業活動を展開して

おります。従いまして当社グループは、「調剤薬局事業」、「医薬品製造販売事業」および「医療従事

者派遣・紹介事業」の三つを報告セグメントとしております。 

「調剤薬局事業」は日本全国400店舗以上の調剤薬局の経営を、「医薬品製造販売事業」はジェネリッ

ク医薬品に特化した医薬品の製造販売を、また「医療従事者派遣・紹介事業」では薬剤師、医師、看護

師などの医療関係者を対象とした人材の派遣紹介事業を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基いております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。  

(1) セグメント利益又は損失の調整額△3,307百万円にはセグメント間取引に係る利益消去△182百万円及び全

社費用△3,125百万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。 

(2) セグメント資産の調整額584百万円にはセグメント間取引に係る債権消去△1,485百万円、棚卸資産の未実

現利益の消去△247百万円及び全社資産2,317百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメン

トに帰属しない敷金及び保証金、ソフトウェア及び投資有価証券であります。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額286百万円は、全社資産（ソフトウェア等）の投資額で

あります。 

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

 
 報告セグメント   

  
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 
（注２） 

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 
 106,713  3,267  2,147  112,128  －  112,128

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4,311  410  4,721  △4,721  －

計  106,713  7,579  2,557  116,850  △4,721  112,128

セグメント利益又は損失

(△) 
 7,831  △1  262  8,092  △3,307  4,784

セグメント資産  54,829  16,515  771  72,116  584  72,701

その他の項目                          

減価償却費 (注３）  1,662  347  42  2,052  280  2,333

のれん償却費  361  －  －  361  －  361

減損損失  140  －  －  140  －  140

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 6,673  769  155  7,599  286  7,885



２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３. 減価償却費のうち「医薬品製造販売事業」の347百万円には、当社連結子会社である日本ジェネリック株式

会社のつくば工場において当連結会計年度より稼動を開始した医薬品製造設備に係る金額が含まれており

ます。当連結会計年度における当該設備に係る減価償却費は、平成22年10月に稼動を開始した包装関連設

備に係る36百万円及び平成23年１月に稼動を開始した製剤関連設備に係る62百万円の合計98百万円であり

ます。 

  

 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。  

(1) セグメント利益又は損失の調整額△3,835百万円にはセグメント間取引に係る利益消去189百万円及び全社

費用△4,025百万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。 

(2) セグメント資産の調整額6,341百万円にはセグメント間取引に係る債権消去△137百万円、棚卸資産の未実

現利益の消去△67百万円及び全社資産6,546百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメン

トに帰属しない敷金及び保証金、土地及び投資有価証券であります。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,886百万円は、全社資産（土地等）の投資額でありま

す。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2）有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 
 報告セグメント   

  
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 
（注２） 

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 
 123,549  3,923  2,568  130,041  －  130,041

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4,210  668  4,878  △4,878  －

計  123,549  8,133  3,236  134,920  △4,878  130,041

セグメント利益又は損失

(△) 
 9,448  △586  437  9,299  △3,835  5,464

セグメント資産  62,094  17,123  1,054  80,273  6,341  86,615

その他の項目                          

減価償却費  1,887  690  51  2,628  399  3,028

のれん償却費  475  －  －  475  －  475

減損損失  41  －  －  41  －  41

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 4,713  354  7  5,074  3,886  8,961

（関連情報）



 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。  

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2）有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。  

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

    のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示をしているため、記載を省略しておりま

す。  

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

    のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示をしているため、記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

（報告セグメントごとののれんの未償却残高に関する情報）

  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 
合計 

当期末未償却残

高 
 8,286  －  －  8,286

  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 
合計 

当期末未償却残

高 
 8,205  －  －  8,205

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）



  

 （注）１． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、ESOP信託が所

有する自己株式を控除し算定しております。 

  

２．  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  １株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、ESOP信託

が所有する自己株式を控除し算定しております。  

  

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

   該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,786 82

１株当たり当期純利益 円 銭255 14

１株当たり純資産額 円 銭2,047 95

１株当たり当期純利益 円 銭290 92

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないために記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないために記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  12,780  14,716

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  12,780  14,716

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 7,152,386  7,185,766

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（百万円）    1,821    2,085

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

（百万円） 
－  － 

普通株式に係る当期純利益（百万円）     1,821     2,085

普通株式の期中平均株式数（株）  7,137,900  7,167,674

（重要な後発事象）

５．その他
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