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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 
(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２四半期 19,795 12.8 500 △37.8 459 △38.8 134 △63.3 
24年３月期第２四半期 17,546 － 804 － 751 － 366 － 

（注）包括利益  25年３月期第２四半期  138百万円（△62.8％）  24年３月期第２四半期  372百万円（－％） 
 

 
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３月期第２四半期 58.95 57.65 
24年３月期第２四半期 205.43 － 

（注）１ 当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。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て、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 平成24年３月期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜
在株式は存在しておりますが、当社株式は平成24年３月期第２四半期連結累計期間において非上場であ
り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期 19,245 3,667 19.0 
24年３月期 20,174 3,620 17.9 

（参考）自己資本    25年３月期第２四半期  3,654百万円  24年３月期  3,620百万円 
 
２．配当の状況 

 
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 － 0.00 － 96.00 96.00 
25年３月期 － 0.00    
25年３月期(予想)    － 55.50 55.50 

（注）１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
２ 当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成24年

３月期の配当金については、当該株式分割が行われる前の数値で記載しております。 
 
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、対前期増減率） 

 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 

通      期 42,070 11.1 2,000 5.2 1,762 2.1 840 6.3 368.13 
（注）１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

２ １株当たり当期純利益については、株式分割及び新株予約権の行使を考慮後の期中平均株式数に基づい
て算出しております。 
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※ 注記事項 
 

（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 
  
（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３頁「（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）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 2,283,000株 24年３月期 2,280,000株 
②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 21株 24年３月期 －株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期２Ｑ 2,280,660株 24年３月期２Ｑ 1,782,000株 

（注）当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分
割の影響を考慮し、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て、期末発行済株式数(自己
株式を含む)、期末自己株式数及び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ます。なお、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おります。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(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頁
「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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 

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復

を続けてきましたが、欧州政府債務危機を巡る不確実性が高まっており、世界景気のさらなる下振れ、金

融資本市場の変動により、我が国の景気を押し下げるリスクが存在しており、回復の動きに足踏みがみら

れる状況にあります。 

調剤薬局業界におきましても、平成24年４月に調剤報酬改定、薬価改定が行われ、薬価の引き下げ、ジ

ェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進等による、国民医療費削減に向けた政策が実施され、厳しい

環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループの主力である調剤薬局事業では、新規出店及びＭ＆Ａ戦略を推進し

ており、平成24年５月に甲信越支店を立上げ、甲信越エリアで12店舗の調剤薬局店舗の営業を開始し、事

業規模の拡大、収益力の強化に向けた施策は順調に推移しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高19,795百万円（前年同期比12.

8％増）、営業利益500百万円（同37.8％減）、経常利益459百万円（同38.8％減）、四半期純利益134百万

円（同63.3％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① 調剤薬局事業 

 当第２四半期連結累計期間において、１店舗の閉鎖、株式譲渡による２店舗の譲渡はありましたが、

９店舗の新規出店を行い、５店舗の譲受け、８店舗の株式取得に伴う子会社化により、店舗数は増加

し、事業拡大に向けた店舗展開は順調に進捗しております。その結果、当第２四半期連結累計期間に

おける調剤薬局事業の店舗数は233店舗（純増19店舗）となりました。 

 調剤薬局事業では、隔年の調剤報酬改定、薬価改定が実施され、薬学部の６年制への移行後、初の

新卒薬剤師の採用等がありましたが、店舗数の増加等により堅調に推移し、売上高18,969百万円（前

年同期比12.8％増）、セグメント利益1,551百万円（同5.6％減）を計上しました。 

 

② その他 

 当社グループでは、介護福祉事業（株式会社愛誠会）、不動産リース事業（株式会社日本医療サー

ビス）及び医薬品卸事業（株式会社ジェネコ）を営んでおります。当第２四半期連結累計期間におい

て、介護福祉事業では、３年に１度の介護報酬改定がありましたが、既存施設は堅調に推移しており

ます。不動産リース事業及び医薬品卸事業についても、業績は概ね予算どおり進捗しており、この結

果、売上高1,440百万円（前年同期比27.3％増）、セグメント利益115百万円（同144.5％増）を計上し

ました。 

 

(２)  連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は、前連結会計年度末の20,174百万円に対し、928百万円減少し、19,245百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末の11,265百万円に対し、1,587百万円減少し、9,678百万円となりました。

  主な要因は、調剤薬局事業における新規出店及びＭ＆Ａ（店舗譲受含む）等により事業規模の拡大に向

けた設備投資を実施し、現金及び預金が1,668百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末の8,908百万円に対し、658百万円増加し、9,567百万円となりました。主

な要因は、店舗開発の中止に伴う敷金及び保証金の返還等による277百万円の減少はあるものの、新規店舗

の開発（Ｍ＆Ａ、店舗の譲受けを含む。）等による建物及び構築物の増加124百万円、のれんの増加305百

万円等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末の16,554百万円に対し、976百万円減少し、15,578百万円となりました。

  主な要因は、納税資金及び賞与資金の借入れに伴う短期借入金の増加210百万円あったものの、買掛金の

減少710百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少226百万円、１年内返済予定の長期借入金の減
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少161百万円等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末の3,620百万円に対し、47百万円増加し、3,667百万円となりました。 

  主な要因は、四半期純利益134百万円の計上及び配当の支払109百万円等によるものであります。また、

第１回新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴い、資本金及び資本剰余金が各々２百万円増加し、

第２回新株予約権（ストック・オプション）の付与に伴い、新株予約権13百万円を計上しております。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,580百万円減少し、1,25

8百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、578百万円の支出（前年同期

493百万円の収入）となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益428百万円、減価償却費314

百万円、のれん償却額190百万円、売上債権の減少額410百万円であります。また、主な支出要因は、仕入

債務の減少額859百万円、法人税等の支払額839百万円及びたな卸資産の増加額276百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、717百万円の支出（前年同期

539百万円の支出）となりました。主な収入要因として、調剤薬局事業における店舗開発中止などに伴う敷

金及び保証金の回収による収入361百万円が発生しましたが、主な支出要因として、連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出381百万円、事業譲受による支出230百万円が発生したことによるものであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、285百万円の支出（前年同期

59百万円の収入）となりました。主な収入要因として、長期借入れによる収入795百万円、短期借入金の純

増額210百万円が発生しましたが、主な支出要因として、長期借入金の返済による支出1,088百万円、リー

ス債務の返済による支出120百万円、配当金の支払額109百万円が発生したことによるものであります。 

 

(３)  連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月14日に公表いたしました平成25年３月期の業績予想に変更はありません。 

 

 

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 

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別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ4,338千円増加しております。 
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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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,100,800 1,431,876

売掛金 5,676,034 5,368,769

商品及び製品 1,784,480 2,112,354

原材料及び貯蔵品 238 242

その他 804,015 902,448

貸倒引当金 △99,600 △137,671

流動資産合計 11,265,968 9,678,019

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,110,187 2,234,363

その他（純額） 1,958,943 2,134,661

有形固定資産合計 4,069,130 4,369,025

無形固定資産   

のれん 1,717,065 2,022,259

その他 204,844 198,538

無形固定資産合計 1,921,909 2,220,797

投資その他の資産   

投資有価証券 219,899 227,935

敷金及び保証金 1,461,116 1,184,022

その他 1,432,255 1,722,599

貸倒引当金 △195,392 △156,492

投資その他の資産合計 2,917,878 2,978,064

固定資産合計 8,908,919 9,567,887

資産合計 20,174,887 19,245,907
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,662,123 6,951,543

短期借入金 － 210,000

1年内返済予定の長期借入金 1,766,826 1,605,381

未払法人税等 735,939 509,104

賞与引当金 307,011 339,318

その他 1,061,191 1,023,388

流動負債合計 11,533,092 10,638,736

固定負債   

長期借入金 3,478,577 3,372,109

退職給付引当金 154,000 173,760

資産除去債務 184,771 193,150

その他 1,204,432 1,200,304

固定負債合計 5,021,781 4,939,324

負債合計 16,554,874 15,578,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,188 1,627,708

資本剰余金 506,284 508,804

利益剰余金 1,461,072 1,486,081

自己株式 － △55

株主資本合計 3,592,545 3,622,538

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,962 31,792

繰延ヘッジ損益 △493 △315

その他の包括利益累計額合計 27,468 31,477

新株予約権 － 13,830

純資産合計 3,620,013 3,667,846

負債純資産合計 20,174,887 19,245,907
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 17,546,892 19,795,407

売上原価 14,955,962 17,190,075

売上総利益 2,590,929 2,605,331

販売費及び一般管理費 1,785,949 2,104,677

営業利益 804,979 500,654

営業外収益   

受取利息 4,726 4,208

受取配当金 3,038 2,586

不動産賃貸料 9,898 9,942

保険解約返戻金 － 10,327

受取手数料 8,125 13,057

その他 20,767 18,215

営業外収益合計 46,557 58,339

営業外費用   

支払利息 71,290 74,527

不動産賃貸費用 11,738 11,376

支払手数料 9,735 10,512

その他 7,103 2,874

営業外費用合計 99,867 99,290

経常利益 751,668 459,703

特別利益   

固定資産売却益 677 313

事業譲渡益 39,782 －

投資有価証券売却益 43,467 －

関係会社株式売却益 － 6,642

特別利益合計 83,927 6,955

特別損失   

固定資産除売却損 688 2,769

減損損失 － 35,321

特別損失合計 688 38,091

税金等調整前四半期純利益 834,907 428,568

法人税、住民税及び事業税 439,514 536,421

法人税等調整額 29,315 △242,301

法人税等合計 468,830 294,119

少数株主損益調整前四半期純利益 366,077 134,449

四半期純利益 366,077 134,449
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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 366,077 134,449

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,066 3,830

繰延ヘッジ損益 211 177

その他の包括利益合計 6,277 4,008

四半期包括利益 372,354 138,457

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 372,354 138,457
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 834,907 428,568

減価償却費 262,146 314,708

減損損失 － 35,321

のれん償却額 148,757 190,036

株式報酬費用 － 13,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,985 △829

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,411 29,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,943 17,582

受取利息及び受取配当金 △7,765 △6,795

保険解約損益（△は益） － △10,327

支払利息 71,290 74,527

支払手数料 9,735 10,512

事業譲渡損益（△は益） △39,782 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △43,467 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △6,642

固定資産除売却損益（△は益） 11 2,455

売上債権の増減額（△は増加） 228,557 410,699

たな卸資産の増減額（△は増加） 120,320 △276,462

前払費用の増減額（△は増加） △10,807 17,588

仕入債務の増減額（△は減少） △572,940 △859,075

未払金の増減額（△は減少） △5,295 △85,596

未払費用の増減額（△は減少） 10,403 1,856

その他 50,247 28,167

小計 1,169,660 329,345

利息及び配当金の受取額 9,005 7,342

利息の支払額 △73,373 △75,584

訴訟関連損失の支払額 △3,800 －

災害損失の支払額 △5,757 －

法人税等の支払額 △602,454 △839,342

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,281 △578,238
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金及び定期積金の預入による支出 △109,610 △156,890

定期預金及び定期積金の払戻による収入 128,554 247,294

有形固定資産の取得による支出 △633,299 △421,972

有形固定資産の売却による収入 1,212 996

無形固定資産の取得による支出 △32,262 △15,465

投資有価証券の取得による支出 △30,059 △49

投資有価証券の売却による収入 98,454 －

長期前払費用の増加による支出 △4,218 △29,723

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△289,304 △381,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 33,776

貸付けによる支出 △102,880 △75,671

貸付金の回収による収入 194,779 34,073

敷金及び保証金の差入による支出 △46,605 △92,265

敷金及び保証金の回収による収入 232,406 361,987

保険積立金の解約による収入 3,507 10,086

事業譲受による支出 △110,718 △230,967

事業譲渡による収入 172,706 －

補助金の受取額 21,600 －

その他 △34,231 △963

投資活動によるキャッシュ・フロー △539,968 △717,053

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） 145,002 210,000

リース債務の返済による支出 △81,146 △120,033

長期借入れによる収入 790,000 795,000

長期借入金の返済による支出 △714,438 △1,088,633

社債の償還による支出 △45,000 －

セール・アンド・リースバックによる収入 － 33,062

ストックオプションの行使による収入 － 5,028

配当金の支払額 △30,294 △109,440

その他 △4,485 △10,567

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,637 △285,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,949 △1,580,875

現金及び現金同等物の期首残高 1,382,193 2,839,572

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

23,723 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,418,867 1,258,697
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(４)  継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(５)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

(６)  重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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