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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

 

(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 ％

25年6月期第1四半期 1,240 △0.5 68 △38.4 159 42.2 126 123.0
24年6月期第1四半期 1,246 △0.1 110 ― 111 ― 56 ―

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 126百万円 （124.0％） 24年6月期第1四半期 56百万円 （―％）

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

25年6月期第1四半期 77.70 74.07
24年6月期第1四半期 38.55 37.46

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6月期第1四半期 2,299 887 38.6 546.88
24年6月期 2,010 771 38.4 475.25
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  887百万円 24年6月期  771百万円

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  
 

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6月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,555 0.5 118 △34.6 116 △41.0 125 19.2 77.55
通期 5,131 1.8 123 △52.1 115 △58.6 125 △18.6 77.22



(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） 

※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 
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。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 1,623,000 株 24年6月期 1,623,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q ― 株 24年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 1,623,000 株 24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、震災の復興需要等を背景に景気は緩やかな復調傾
向にありましたが、欧州債務危機に端を発した世界経済の減速や長引く円高等、景気の下振れ要素が存在
し、依然として先行きは不透明な状況となっております。 
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24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6.00％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24年２月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
75.7％（前年同月74.1％。全国では67.6％（同65.1％））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1,240,387千円（前年同期比0.5％減）、経常利益159,151千円
（同42.2％増）、四半期純利益126,113千円（同123.0％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 

調剤薬局事業の売上高は、平成24年４月に実施された調剤報酬改定及び薬価基準の見直し等の影響によ
り処方箋１枚当たり単価が前期比3.7％減少しております。他方利益は、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を引き続き実施しておりますが、営業体制強化のため
に人件費等が増加しております。この結果、売上高は1,174,947千円（前年同期比0.7％減）、営業利益
109,503千円（同27.3％減）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おりますが、サービス付き高齢者向け住
宅（以下、「サ高住」という。）用地として札幌市豊平区美園の土地取得に係る諸手続き費用の計上で営
業費用が前期比5,111千円増加しております。この結果、売上高は58,494千円（前年同期比1.6％増）、営
業損失235千円（前年同期は営業利益3,956千円）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、元子会社の北日本化学株式会社の連帯保証人の所有不動

産への強制競売による交付額90,000千円等の計上により現金及び預金が450,755千円（前連結会計年度末

比70,547千円の増加）及びサ高住用地等の取得で有形固定資産が774,041千円（前連結会計年度末比

231,048千円の増加）となったことが主要因で、2,299,265千円（前連結会計年度末比288,669千円の増

加）となりました。  

 また、負債につきましては、サ高住用地取得資金として短期借入金200,000千円の調達が主要因で、

1,411,672千円（前連結会計年度末比172,403千円の増加）となりました。  

 純資産については、四半期純利益126,113千円を計上したこと等により、887,593千円（前連結会計年度

末比116,265千円の増加）となりました。  

  

平成25年６月期の連結業績予想につきましては、平成24年６月期決算短信（平成24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。 
  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、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７月１

日以後に取得した有形固定資産について、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。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損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

（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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,207 450,755

受取手形及び売掛金 708,970 712,335

商品 241,957 225,261

原材料 2,782 2,452

貯蔵品 331 290

繰延税金資産 9,666 24,288

その他 26,294 19,144

貸倒引当金 △7,090 △7,141

流動資産合計 1,363,120 1,427,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 264,710 259,110

機械装置及び運搬具（純額） 2,897 4,997

工具、器具及び備品（純額） 21,333 19,744

リース資産（純額） 64,391 83,800

土地 189,660 406,388

有形固定資産合計 542,993 774,041

無形固定資産 17,477 15,636

投資その他の資産   

投資有価証券 1,972 1,795

長期貸付金 213,298 123,298

繰延税金資産 14,195 10,144

敷金及び保証金 53,219 51,808

その他 17,618 18,451

貸倒引当金 △213,298 △123,298

投資その他の資産合計 87,004 82,200

固定資産合計 647,475 871,879

資産合計 2,010,596 2,299,265
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 745,043 686,536

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 67,534 60,525

未払金 38,513 40,738

未払法人税等 36,437 43,532

賞与引当金 － 32,550

その他 70,219 63,087

流動負債合計 957,748 1,126,969

固定負債   

長期借入金 185,536 172,098

その他 95,983 112,604

固定負債合計 281,519 284,702

負債合計 1,239,268 1,411,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 125,052 125,052

資本剰余金 28,630 28,630

利益剰余金 617,976 734,352

株主資本合計 771,659 888,034

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △331 △441

その他の包括利益累計額合計 △331 △441

純資産合計 771,327 887,593

負債純資産合計 2,010,596 2,299,265
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,246,419 1,240,387

売上原価 1,074,844 1,097,221

売上総利益 171,575 143,166

販売費及び一般管理費 60,780 74,964

営業利益 110,794 68,201

営業外収益   

受取利息及び配当金 44 42

助成金収入 1,627 731

受取地代家賃 861 790

受取保険料 174 －

受取手数料 － 1,100

貸倒引当金戻入額 － 90,000

その他 444 248

営業外収益合計 3,152 92,913

営業外費用   

支払利息 1,986 1,953

その他 28 10

営業外費用合計 2,014 1,963

経常利益 111,932 159,151

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 967 －

債務保証損失 4,494 －

賃貸借契約解約損 － 221

特別損失合計 5,734 221

税金等調整前四半期純利益 108,748 158,929

法人税、住民税及び事業税 34,348 43,320

法人税等調整額 17,848 △10,505

法人税等合計 52,196 32,815

少数株主損益調整前四半期純利益 56,552 126,113

四半期純利益 56,552 126,113
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,552 126,113

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △300 △109

その他の包括利益合計 △300 △109

四半期包括利益 56,251 126,003

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,251 126,003

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。 

  

   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。 

  

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24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△48,932千円にはセグメント間取引消去△5,408千円及び全社費用△43,523

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資産に関する情報 

当第１四半期連結会計期間において、サービス付高齢者向け住宅用地等を取得しております。こ

れにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第１四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金

額は、「福祉事業」において224,178千円増加しております。 

  

  ３. 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。 

（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

(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

(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 1,174,947 58,494 6,945 1,240,387 ― 1,240,387

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,811 ― 3,597 5,408 △5,408 ―

計 1,176,759 58,494 10,542 1,245,796 △5,408 1,240,387

セグメント利益又は損失(△) 109,503 △235 7,865 117,134 △48,932 68,201
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