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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第16期

第１四半期
連結累計期間

第17期
第１四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日

至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日

売上高 （千円） 15,038,156 17,767,324 66,181,887

経常利益 （千円） 587,962 225,430 2,019,568

四半期(当期)純利益 （千円） 216,252 72,443 668,464

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 256,531 87,381 706,635

純資産額 （千円） 4,958,581 5,314,294 5,352,416

総資産額 （千円） 34,362,314 42,109,215 43,114,373

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 8.74 3.03 27.74

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 13.9 12.1 11.9
 

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．純資産額には、株式給付信託が所有する当社株式が「自己株式」として計上されております。一方、１株当

たり四半期（当期）純利益金額及び自己資本比率については、上記の当社株式を自己株式とみなしておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。

なお、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

連結子会社である株式会社ファーマホールディングが、平成26年４月１日付で有限会社エムシーエスの全株式を取

得いたしました。

連結子会社である株式会社サンメディックと株式会社富岡調剤薬局は、平成26年４月１日に株式会社サンメディッ

クを存続会社とする吸収合併を行いました。

連結子会社である株式会社トータル・メディカルサービスと株式会社ケイエムは、平成26年４月１日に株式会社

トータル・メディカルサービスを存続会社とする吸収合併を行いました。

この結果、以下の連結子会社が増加し、平成26年６月30日現在、当社グループは当社及び連結子会社16社で構成さ

れることとなりました。

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

(％)
関係内容

(連結子会社)      

 ㈲エムシーエス 愛知県名古屋市中川区 3,000 調剤薬局事業
100.0

(100.0)

受発注取引

運営管理
 

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は、間接所有であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間における業績は、主力事業である調剤薬局事業が堅調に推移したことから、売上高は

17,767百万円（前年同期比18.1％増）となりました。利益面につきましては、平成26年４月の薬価改定及び調剤報

酬改定の影響等により、営業利益264百万円（同58.1％減）、経常利益225百万円（同61.7％減）、四半期純利益72

百万円（同66.5％減）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高

を含んでおります。

 

①医薬品等ネットワーク事業

本事業に関しましては、システム売上が減少したこと等により、売上高は670百万円（前年同期比8.7％減）と

なりました。利益面につきましては、医薬品ネットワーク加盟件数が堅調に推移したことに伴い受発注手数料収

入が増加したこと等により、営業利益369百万円（同2.0％増）となりました。

なお、平成26年６月30日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局1,147店舗、26病・医院の合計1,173

件（前連結会計年度末比10件増）となりました。

 

②調剤薬局事業

本事業に関しましては、当第１四半期連結累計期間に調剤薬局６店舗を新規出店するとともに株式取得により

１社（１店舗）、事業譲受けにより１店舗を取得する一方、４店舗を閉鎖しました。また、グループ会社の吸収

合併（１社）を行い、収益基盤の強化を図りました。平成26年６月30日現在の店舗数は、調剤薬局325店舗（休止

中の１店舗を除く）、ケアプランセンター１ヶ所、ドラッグストア12店舗となっております。

既存店舗の売上が底堅く推移したことに加え、前連結会計年度にＭ＆Ａにより取得した店舗の業績寄与等によ

り、売上高は16,856百万円（前年同期比16.7％増）となりました。利益面につきましては、平成26年４月の薬価

改定及び調剤報酬改定の影響等により、営業利益256百万円（同55.0％減）となりました。
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③賃貸・設備関連事業

本事業に関しましては、不動産賃貸収入が増加したことにより、売上高は351百万円（前年同期比19.3％増）と

なったものの、医療と介護の複合型施設として平成25年５月に開業したサービス付き高齢者向け住宅「ウィステ

リア清田」（札幌市清田区）にかかる減価償却費が先行すること及び今後のサービス付き高齢者向け住宅新設の

ために人員体制を強化したことによる労務費の増加等により営業損失13百万円（前年同期は11百万円の損失）と

なりました。

なお、「ウィステリア清田」の入居件数は、平成26年６月30日現在、全75戸中47戸と概ね順調に推移しており

ます。

 
④給食事業

本事業に関しましては、株式会社トータル・メディカルサービスのフードサービス事業部及び株式会社さくら

フーズにおいて病院・福祉施設内での給食事業受託業務を行っております。本事業の売上高は475百万円、営業損

失９百万円となりました。

 
⑤その他事業

本事業に関しましては、株式会社エスエムオーメディシスが治験施設支援業務を行っております。新規案件の

組入が遅延したことから、本事業の売上高は45百万円（前年同期比21.7％減）、営業損失15百万円（前年同期は

０百万円の損失）となりました。

 

(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は42,109百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,005百万円減少し

ました。

流動資産は10,459百万円となり、前連結会計年度末に比べ481百万円の減少となりました。主な要因は、商品の増

加があったものの、現金及び預金、売掛金が減少したことによるものです。固定資産は31,649百万円となり、前連

結会計年度末に比べ523百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産のその他及びのれんが減少したこと

によるものです。

負債の部は36,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ967百万円減少しました。流動負債は19,397百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ5,482百万円の減少となりました。主な要因は、短期借入金、未払法人税等及び賞与引

当金の減少によるものです。固定負債は17,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,515百万円の増加となりま

した。主な要因は、長期借入金の増加によるものです。

また、純資産の部においては、5,314百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円の減少となりました。主な

要因は、期末配当の支払等により利益剰余金が減少したことによるものです。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(4)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発活動は、医薬品等ネットワーク事業の株式会社システム・フォーにおい

て、既存の調剤システム「ＰＨＡＲＭＡＣＹ　ＡＣＥ」の後継機の開発に向けて、事前の情報収集活動を実施して

いる状況であります。従って、当第１四半期連結累計期間において、研究開発費は発生しておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 72,000,000

計 72,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 25,969,600 25,969,600
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 25,969,600 25,969,600 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

－ 25,969,600 － 1,091,001 － 889,008
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年３月31日現在で記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

  普通株式

 

2,081,100
－ －

完全議決権株式（その他）   普通株式 23,887,000 238,870 －

単元未満株式   普通株式 1,500 － －

発行済株式総数  25,969,600 － －

総株主の議決権 － 238,870 －
 

(注) １．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

２．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式は、「完全議決権株式（自己株式

等）」欄の自己保有株式に含まれておりません。

３．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式５株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）      

株式会社メディカル
システムネットワーク

札幌市中央区北十条西二十四
丁目３番地

2,081,100 － 2,081,100 8.01

計 － 2,081,100 － 2,081,100 8.01
 

(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式は、上記自己株式に含まれておりません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,106,452 2,617,959

  売掛金 2,801,920 2,329,045

  債権売却未収入金 701,516 694,099

  調剤報酬等購入債権 310,624 286,515

  商品 2,650,860 3,173,551

  原材料 6,614 5,880

  仕掛品 10,047 12,893

  貯蔵品 64,405 65,147

  繰延税金資産 631,043 500,045

  その他 663,584 780,208

  貸倒引当金 △5,583 △5,787

  流動資産合計 10,941,487 10,459,560

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,849,125 6,782,011

   土地 6,786,903 6,795,148

   建設仮勘定 247,956 269,112

   その他（純額） 2,091,898 1,721,490

   有形固定資産合計 15,975,883 15,567,762

  無形固定資産   

   のれん 12,253,438 12,151,057

   ソフトウエア 84,588 97,666

   その他 61,330 60,696

   無形固定資産合計 12,399,358 12,309,420

  投資その他の資産   

   投資有価証券 179,393 181,976

   差入保証金 1,672,215 1,659,832

   繰延税金資産 801,647 897,631

   その他 1,170,827 1,058,553

   貸倒引当金 △26,439 △25,521

   投資その他の資産合計 3,797,644 3,772,471

  固定資産合計 32,172,886 31,649,655

 資産合計 43,114,373 42,109,215
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 7,798,447 7,726,347

  短期借入金 10,270,241 5,416,915

  1年内返済予定の長期借入金 1,996,840 2,559,104

  1年内償還予定の社債 50,000 50,000

  未払法人税等 577,680 54,169

  繰延税金負債 29 22

  賞与引当金 878,394 478,531

  ポイント引当金 7,930 5,169

  その他 3,300,435 3,107,284

  流動負債合計 24,879,998 19,397,544

 固定負債   

  社債 25,000 －

  長期借入金 9,669,898 14,060,431

  繰延税金負債 1,197 1,654

  役員退職慰労引当金 422,752 441,448

  退職給付に係る負債 1,143,758 1,188,061

  その他 1,619,352 1,705,781

  固定負債合計 12,881,958 17,397,376

 負債合計 37,761,957 36,794,921

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,091,001 1,091,001

  資本剰余金 900,717 900,717

  利益剰余金 4,299,611 4,272,633

  自己株式 △1,180,893 △1,180,893

  株主資本合計 5,110,437 5,083,459

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,319 4,768

  繰延ヘッジ損益 △33,015 △30,957

  その他の包括利益累計額合計 △30,696 △26,189

 少数株主持分 272,675 257,023

 純資産合計 5,352,416 5,314,294

負債純資産合計 43,114,373 42,109,215
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 15,038,156 17,767,324

売上原価 9,711,824 11,211,806

売上総利益 5,326,332 6,555,517

販売費及び一般管理費 4,695,689 6,291,371

営業利益 630,642 264,146

営業外収益   

 受取利息及び配当金 998 1,404

 業務受託料 10,047 4,459

 設備賃貸料 7,501 18,128

 雑収入 8,079 22,188

 営業外収益合計 26,627 46,179

営業外費用   

 支払利息 66,215 74,886

 雑損失 3,092 10,008

 営業外費用合計 69,307 84,895

経常利益 587,962 225,430

特別利益   

 固定資産売却益 2,709 －

 受取補償金 6,867 6,867

 資産除去債務戻入益 7,874 －

 特別利益合計 17,451 6,867

特別損失   

 固定資産除却損 14,503 6,529

 店舗閉鎖損失 860 9,488

 その他 418 －

 特別損失合計 15,782 16,018

税金等調整前四半期純利益 589,632 216,280

法人税、住民税及び事業税 165,488 77,816

法人税等調整額 175,094 55,803

法人税等合計 340,583 133,619

少数株主損益調整前四半期純利益 249,049 82,660

少数株主利益 32,797 10,217

四半期純利益 216,252 72,443
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 249,049 82,660

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 929 2,662

 繰延ヘッジ損益 6,551 2,057

 その他の包括利益合計 7,481 4,720

四半期包括利益 256,531 87,381

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 223,725 76,951

 少数株主に係る四半期包括利益 32,806 10,430
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

連結子会社である株式会社ファーマホールディングが平成26年４月１日に有限会社エムシーエスの全株式を

取得し、新たに連結の範囲に含めております。

　連結子会社である株式会社サンメディックと株式会社富岡調剤薬局は、平成26年４月１日に株式会社サンメ

ディックを存続会社とする吸収合併を行っております。

　連結子会社である株式会社トータル・メディカルサービスと株式会社ケイエムは、平成26年４月１日に株式

会社トータル・メディカルサービスを存続会社とする吸収合併を行っております。

(2) 変更後の連結子会社の数

16社
 

 

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率

の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法

から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ

変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金に与える影響は軽微であり

ます。また、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。

 
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

25年12月25日）を当第１四半期連結会計期間より適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を

行っております。
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(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

当社は、株主の皆様と経済的な効果を共有し、株価及び業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的とし

て、当社の従業員及び当社連結子会社の役職員（以下「従業員等」といいます）に対して信託を通じて自社の株式

を交付する取引を行っております。

(1) 取引の概要

当社グループは、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、従業員等に対し、勤続年数等の各人の貢献度に

応じてポイントを付与し、受給資格を取得した従業員等に対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給

付しております。従業員等に対し給付する株式については、あらかじめ当社グループが信託設定した金銭によ

り信託銀行が将来給付分も含めて株式市場から取得し、信託財産として分別管理しております。

 
(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平

成25年12月25日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

 
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

①　信託における帳簿価額は前連結会計年度49,156千円、当第１四半期連結会計期間49,156千円であります。

信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

②　期末株式数は前第１四半期連結累計期間118,700株、当第１四半期連結累計期間84,800株であり、期中平

均株式数は、前第１四半期連結累計期間105,635株、当第１四半期連結累計期間84,800株であります。期末

株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年６月30日)

減価償却費 239,871千円 285,838千円

のれんの償却額 143,378千円 204,456千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社　メディカルシステムネットワーク(E05274)

四半期報告書

14/21



 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 103,873 4.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）の導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社（信

託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当277千円を含めて記載しております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成25年５月２日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により、自己

株式は当第１四半期連結会計期間において、1,155,646千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、

1,200,695千円となっております。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月19日
定時株主総会

普通株式 95,553 4.00 平成26年３月31日 平成26年６月20日 利益剰余金
 

（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）の導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社（信

託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当339千円を含めて記載しております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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：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

医薬品等
ネット
ワーク事

業

調剤薬局
事業

賃貸・設備
関連事業

給食事業
その他
事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 345,656 14,439,401 195,480 － 57,618 15,038,156 － 15,038,156

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

389,299 1,107 98,839 － － 489,246 △489,246 －

計 734,956 14,440,509 294,319 － 57,618 15,527,403 △489,246 15,038,156

セグメント利益
又は損失（△）

362,517 570,574 △11,748 － △389 920,954 △290,311 630,642
 

(注) １．セグメント利益の調整額△290,311千円には、セグメント間取引消去△12,701千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△277,610千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

全社的一般経費であります。

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損失又はのれん等に関する情報

　（のれんの金額の重要な変動）

「医薬品等ネットワーク事業」セグメントにおいて、株式会社エムエムネットの全株式を取得したことにより、

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１四半期連結累計期間においては247,788千円であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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：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

医薬品等
ネット
ワーク事

業

調剤薬局
事業

賃貸・設備
関連事業

給食事業
その他
事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 145,703 16,854,670 246,035 475,778 45,136 17,767,324 － 17,767,324

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

524,981 1,645 105,179 － － 631,806 △631,806 －

計 670,684 16,856,315 351,215 475,778 45,136 18,399,130 △631,806 17,767,324

セグメント利益
又は損失（△）

369,839 256,959 △13,137 △9,155 △15,897 588,608 △324,462 264,146
 

(注) １．セグメント利益の調整額△324,462千円には、セグメント間取引消去△1,975千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△322,486千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全

社的一般経費であります。

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損失又はのれん等に関する情報

　（のれんの金額の重要な変動）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
３．報告セグメントの変更等に関する事項

　（セグメント区分の追加）

前第３四半期連結会計期間より、株式会社トータル・メディカルサービスを連結子会社としたことに伴い、「給

食事業」を報告セグメントに追加しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の区分方法により作成したも

のを開示しております。

 
　（退職給付に関する会計基準等の適用）

「会計方針の変更等」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を

変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

　この変更による当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

　　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 8円74銭 3円03銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 216,252 72,443

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 216,252 72,443

普通株式の期中平均株式数(株) 24,734,209 23,888,495
 

(注）１．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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たって、株式給付信託が所有する当社株式は、自己株式数に含め

ておりません。

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月１日

株式会社　メディカルシステムネットワーク

取締役会  御中

 

有限責任監査法人　　トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   香　　川　　　　順　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   津　　村　　陽　　介    印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

メディカルシステムネットワークの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連

結会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年４月１日

から平成２６年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディカルシステムネットワーク及び連結子会社の平成

２６年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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