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（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 ％ 

25年３月期第１四半期  33,304  8.3  279  △84.1  180  △89.0  25  △96.6

24年３月期第１四半期  30,761  18.4  1,759  114.6  1,646  130.9  755  241.2

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △10百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 826百万円 （ ％） 210.6

  
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 

25年３月期第１四半期  3.52  －

24年３月期第１四半期  105.65  －

  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 

25年３月期第１四半期  91,043  14,469  15.9  2,011.92

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

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 14,469百万円   24年３月期 14,716百万円 

  
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 
24年３月期  － 35.00 － 35.00  70.00

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

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）  
  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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                       ： 有

④  修正再表示                                 ： 無

詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 8,012,000株 24年３月期 8,012,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 820,314株 24年３月期 826,234株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 7,188,228株 24年３月期１Ｑ 7,154,643株

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。

（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 

四半期決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔにて８月３日に開示し、当社ホームページへも掲載する予定です。



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成24年４月～６月）における我が国の経済は、欧州金融不安の影響、円高進行など厳しい環境

に変化はなく、生産活動が低下傾向にありました。今後は夏季の電力供給不足などありますが、震災復興需要を主

に回復が期待されます。医薬品・調剤薬局業界におきましては、本年４月に薬価改定、調剤報酬改定が実施されま

した。薬価ベースでは△6.0%の引き下げとなり、調剤報酬については在宅薬剤関連業務とジェネリック医薬品の使

用促進に対する重点配分が主な内容となりました。また診療報酬改定においても、医師が処方せんを発行する際に

医薬品について薬価基準に収載されている品名ではなく一般的名称を記載する「一般名処方」の推進など、新たな

施策が盛り込まれました。 

 このような状況の下、当社グループの当第１四半期連結業績は、売上高33,304百万円（前年同期比8.3%増）と増

収となりました。利益面においては、営業利益279百万円（同84.1%減）、経常利益180百万円（同89.0%減）、四半

期純利益25百万円（同96.6%減）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子会社３社による同事業では、面対応薬局を中心に新規出店を推進しております。当第１

四半期の出店展開においては、埼玉県２店、千葉県１店、東京都６店、神奈川県４店、石川県１店、大阪府１店の

計15店舗を新規出店いたしました。また東京都の１店舗を閉局いたしました。結果グループ総店舗数は日本調剤

428店舗、子会社３店舗の431店舗となりました。同事業の業績動向としては、既存店及び前年度開局店舗の売上寄

与により売上高31,269百万円（前年同期比6.9%増）と増収となりました。利益面においては改定直後の影響を受

け、営業利益1,210百万円（同52.5%減）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１四半期にお

きましては、薬価改定による売上減少の一方、営業活動による拡販と、６月からのつくば第１工場での自社生産品

を含めた新規収載品の発売により業績の大幅改善を実現しました。売上高は2,745百万円（前年同期比54.4%増）と

なりました。利益面においては営業利益75百万円（前年同期176百万円の損失）となりました。 

  

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、薬剤師の派遣紹介を中心に医師・看護師を含めた医療従事者総合人

材サービス事業を運営しております。本年３月には、薬学部６年制移行後初の卒業生が輩出されましたが、調剤薬

局・ドラッグストアの新規出店、また薬剤師の業務内容増加などにより、転職市場での薬剤師不足感はさらに進ん

でおります。このような中、当第１四半期の売上高は1,037百万円（前年同期比26.9%増）と増収となりました。利

益面においては営業利益222百万円（同24.6%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１四半期末における総資産は91,043百万円となり、前連結会計年度末に対して4,428百万円、5.1%増加いた

しました。流動資産は40,525百万円となり、前連結会計年度末に対して3,981百万円、10.9%の増加となりました。

主な要因としては、現預金、商品及び製品の増加等であります。固定資産は50,518百万円となり、前連結会計年度

末に対して446百万円、0.9%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76,574百万円となり前連結会計年度末に対して4,675百万円、6.5%の増加となりました。主な要因として

は、買掛金の増加等であります。 

 純資産は14,469百万円となり前連結会計年度末に対して247百万円、1.7%の減少となりました。 

  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月１日に公表いたしました平成25年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

   

(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 

 （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,622 13,279

売掛金 12,868 12,773

商品及び製品 8,419 11,589

仕掛品 161 153

原材料及び貯蔵品 299 231

その他 2,183 2,507

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 36,543 40,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,062 12,801

土地 12,135 12,139

建設仮勘定 1,486 1,174

その他(純額) 5,110 5,177

有形固定資産合計 30,796 31,292

無形固定資産   

のれん 8,205 8,081

その他 1,639 1,670

無形固定資産合計 9,845 9,752

投資その他の資産   

投資有価証券 894 838

敷金及び保証金 6,579 6,683

その他 1,955 1,950

投資その他の資産合計 9,429 9,473

固定資産合計 50,071 50,518

資産合計 86,615 91,043



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,884 27,838

短期借入金 3,420 3,500

1年内返済予定の長期借入金 4,953 5,303

未払法人税等 1,735 399

賞与引当金 1,425 790

売上割戻引当金 154 217

その他 3,184 4,615

流動負債合計 36,757 42,665

固定負債   

社債 14,000 14,000

長期借入金 19,610 18,324

退職給付引当金 115 157

役員退職慰労引当金 611 616

その他 802 810

固定負債合計 35,141 33,909

負債合計 71,899 76,574

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 8,233 8,007

自己株式 △2,378 △2,363

株主資本合計 14,562 14,351

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153 117

その他の包括利益累計額合計 153 117

純資産合計 14,716 14,469

負債純資産合計 86,615 91,043



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 30,761 33,304

売上原価 25,112 28,321

売上総利益 5,648 4,982

販売費及び一般管理費 3,889 4,703

営業利益 1,759 279

営業外収益   

受取賃貸料 22 24

その他 31 57

営業外収益合計 53 81

営業外費用   

支払利息 124 139

支払手数料 6 7

その他 34 32

営業外費用合計 166 179

経常利益 1,646 180

特別利益   

固定資産売却益 － 4

特別利益合計 － 4

税金等調整前四半期純利益 1,646 185

法人税、住民税及び事業税 1,095 367

法人税等調整額 △205 △207

法人税等合計 890 160

少数株主損益調整前四半期純利益 755 25

四半期純利益 755 25



 （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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 755 25

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 70 △36

その他の包括利益合計 70 △36

四半期包括利益 826 △10

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 826 △10



 該当事項はありません。   

   

 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23年４月１日 至 平成23年６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 

 （単位：百万円）   

（注）セグメント売上高合計及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及び営業利益

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△789百万円にはセグメント間

取引消去77百万円及び全社費用△867百万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．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 

  記載すべき重要な事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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 

 （単位：百万円）   

（注）セグメント売上高合計及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及び営業利益

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△1,229百万円にはセグメント

間取引消去△56百万円及び全社費用△1,173百万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．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 

  記載すべき重要な事項はありません。    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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 
 29,258  824  677  30,761  －  30,761

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  952  140  1,092  △1,092  －

計  29,258  1,777  817  31,854  △1,092  30,761

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,546  △176  178  2,548  △789  1,759

 
 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 
 31,269  1,254  780  33,304  －  33,304

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  1,491  256  1,748  △1,748  －

計  31,269  2,745  1,037  35,052  △1,748  33,304

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,210  75  222  1,508  △1,229  279
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