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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

（注）22年５月期第１四半期の１株当たり四半期純利益につきましては、平成21年12月１日を効力発生日とした株式分割を考慮しておりません。詳細は「（ご
参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

(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 ％

23年5月期第1四半期 6,370 21.4 142 13.5 89 △0.7 27 △31.7
22年5月期第1四半期 5,248 10.8 125 153.9 90 273.3 40 713.8

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

23年5月期第1四半期 1,376.29 ―
22年5月期第1四半期 5,735.47 ―

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

23年5月期第1四半期 13,520 1,897 13.2 87,614.80
22年5月期 13,786 1,913 13.0 88,442.55

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  1,778百万円 22年5月期  1,795百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年5月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想） 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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) 12,761 20.1 462 26.0 373 43.5 149 34.3 7,388.60

通期 25,758 10.0 988 0.6 808 4.6 341 23.5 16,822.96



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）22年５月期第1四半期の期中平均株式数（四半期累計）につきましては、平成22年12月１日を効力発生日とした１：３の株式分割を考慮しておりま
せん。 

※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きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の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仮定及び業績予想のご利用に当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ページ「連結業績予想に関する訂正情報〕をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 21,465株 22年5月期  21,465株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  1,164株 22年5月期  1,164株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 20,301株 22年5月期1Q  7,134株



 
（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値 

 当社は、平成 21 年 12 月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を

実施いたしました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成 22 年５月期第１四

半期の 1株当たり四半期純利益は以下のとおりであります。 

 

 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 

（連結） 

22 年５月期第１四半期 

円 銭

1,911.82

円 銭

－
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１.当四半期の連結業績等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１四半期連結累計期間（平成22年６月１日～平成22年８月31日）における世界経済は、新興国の高度成長

が牽引して回復基調にありましたが、わが国におきましては、円相場の高止まりもあり、外需における競争力維

持のためにこれまで以上の努力が必要な状況にあります。また、将来の不透明な見通しから消費者心理はますま

す保守化し、内需主導による景気回復を期待することも困難な状況にあります。 

当社グループが属する調剤薬局事業におきましては、平成22年４月から薬価改定及び調剤報酬改定が実施され、

薬価が引き下げられる（△5.75％）一方で、調剤報酬体系は引き上げられ（＋0.52％）、調剤薬局事業の事業戦

略や収益構造に影響を与える要因となりました。そのような状況の中で、当社グループでは現在運営している

157店舗（調剤薬局事業155店舗、その他事業２店舗）が、今後もさらに拡大することを想定して、本社移転やホ

ームページリニューアル等の体制刷新に積極的に取り組んでまいりました。さらに、平成22年６月に「元役員に

よる不適切な取引」が判明したことを受け、その実態調査と再発防止に向けた対策立てを徹底的に行いました。 

当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は堅調に推移し、売上高は6,370百万円（前年同期比

21.4％増）、営業利益は142百万円（同13.5％増）、経常利益は89百万円（同0.7％減）、四半期純利益は27百万

円（同31.7％減）となりました。なお、当第１四半期連結累計期間において、「資産除去債務に関する会計基

準」等の適用に伴う影響額として特別損失５百万円を計上しております。 

セグメントごとの業績は次の通りであります。 

（調剤薬局事業） 

当第１四半期連結会計期間末において、当社グループが運営する調剤薬局店舗数は155店舗（直営店153店舗、

ＦＣ２店舗）となっております。当第１四半期連結累計期間における新規出店はありませんでしたが、当年度

通年では新規出店10店舗を計画しております。また、前連結会計年度に連結子会社化した株式会社三和調剤

（持分割合51.2％、３店舗）、株式会社ハイレンメディカル（持分割合100％、22店舗）、有限会社北町薬局

（持分割合100％、３店舗）が、当第１四半期連結累計期間において新たに売上高に寄与してまいりました。 

薬局運営面につきましては、平成22年４月から実施された薬価改定と調剤報酬改定に対応した対策を推進い

たしました。特に後発医薬品につきましては、従来の方針である「安全と効果の検証」を踏まえた上で積極的

な対応を加速しております。また、調剤薬局の機能を開発するという観点から、当社グループの運営する調剤

薬局においてＯＴＣ医薬品を充実させることに加えてメディカルアロマや医療用サプリメントを取り揃えて、

新たな付加価値の提供に向けて模索しております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は6,269百万円、営業利益は198百万円となりま

した。 

（その他事業） 

当社グループでは、ファーマライズ株式会社において、平成22年８月よりＪＲ札幌駅内「ＪＲタワーオフィ

スプラザさっぽろ」の７階から９階に展開する医療モールの運営事業を新たに手掛けております。これを除い

たその他事業の内容は、当社が運営する処方データの販売と完全子会社である株式会社ふじい薬局が運営する

調剤薬局以外の店舗における化粧品等の小売販売及び衛生材料等の卸売販売であります。その他事業における

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は101百万円、営業損失は９百万円となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は13,520百万円となり、前連結会計年度末残高13,786百万

円に対し、265百万円減少しました。この主な要因は、関連会社株式の取得や新規事業の開始に伴い投資その

他の資産の残高が1,765百万円となり前連結会計年度末残高1,519百万円に対し245百万円増加した一方で、調

剤報酬債権流動化の実行に伴い、未収入金の残高が916百万円となり、前連結会計年度末残高2,075百万円に対

し1,158百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は11,623百万円となり、前連結会計年度末残高11,873百万

円に対し250百万円減少しました。この主な要因は、買掛金の残高が4,685百万円となり、前連結会計年度末残

高4,237百万円に対し447百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計残高が5,488

百万円となり、前連結会計年度末残高5,926百万円に対し438百万円減少したこと、未払法人税等の残高が33百

万円となり前連結会計年度末残高429百万円に対し395百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,897百万円となり、前連結会計年度末残高1,913百万

円に対し15百万円減少しました。この主な要因は、利益剰余金の残高が750百万円となり、前連結会計年度末

残高763百万円に対し12百万円減少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22年８月10日付公表の連結業績予想に対しまして、当第１四半期連結累計期間の実績進捗率は高いと言え

ませんが、その要因は、６月に判明しました「元役員による不適切な取引」に関する調査費用等と７月に開催し

ました社内学術大会に関する費用が計上されているためであります。 

これらの費用は、当社計画の段階から織り込んでいたもので、今後の収益で吸収することを想定しているため

連結業績予想に変更はございません。 
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２.その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を

用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によ

っております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

これにより、営業利益が896千円、経常利益が1,018千円、税金等調整前四半期純利益が6,380千円それぞ

れ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は11,730千円でありま

す。 

② 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等

に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

③ 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計

期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,238,538 2,837,110

売掛金 668,677 682,278

商品 910,552 729,179

未収入金 916,689 2,075,620

その他 302,336 320,191

貸倒引当金 △2,584 △11,994

流動資産合計 6,034,210 6,632,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,783,418 1,794,096

土地 1,559,695 1,559,695

その他（純額） 302,744 204,283

有形固定資産合計 3,645,858 3,558,076

無形固定資産   

のれん 1,761,040 1,807,300

ソフトウエア 205,854 227,928

その他 104,170 37,005

無形固定資産合計 2,071,065 2,072,235

投資その他の資産   

差入保証金 804,205 709,789

その他 992,487 842,337

貸倒引当金 △30,986 △32,337

投資その他の資産合計 1,765,705 1,519,790

固定資産合計 7,482,629 7,150,101

繰延資産   

社債発行費 4,113 4,344

繰延資産合計 4,113 4,344

資産合計 13,520,953 13,786,832
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,685,790 4,237,973

短期借入金 350,000 200,000

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 1,929,945 1,965,494

未払法人税等 33,643 429,358

賞与引当金 88,577 8,245

その他 399,393 491,308

流動負債合計 7,527,349 7,372,380

固定負債   

社債 240,000 260,000

長期借入金 3,558,300 3,961,394

退職給付引当金 152,009 148,997

その他 145,409 130,320

固定負債合計 4,095,718 4,500,711

負債合計 11,623,067 11,873,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 580,075 580,075

資本剰余金 527,376 527,376

利益剰余金 750,688 763,350

自己株式 △88,308 △88,308

株主資本合計 1,769,831 1,782,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,836 12,978

評価・換算差額等合計 8,836 12,978

少数株主持分 119,218 118,268

純資産合計 1,897,886 1,913,740

負債純資産合計 13,520,953 13,786,832
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(2) 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21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 5,248,644 6,370,869

売上原価 4,595,024 5,546,080

売上総利益 653,620 824,788

販売費及び一般管理費 527,632 681,828

営業利益 125,987 142,960

営業外収益   

受取利息 1,351 1,584

受取配当金 211 256

受取賃貸料 2,682 3,912

その他 720 4,080

営業外収益合計 4,966 9,834

営業外費用   

支払利息 19,615 31,527

持分法による投資損失 3,554 15,108

休止固定資産費用 12,279 10,204

その他 5,286 6,391

営業外費用合計 40,735 63,231

経常利益 90,219 89,562

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8,916

特別利益合計 － 8,916

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,171

特別損失合計 － 5,171

税金等調整前四半期純利益 90,219 93,307

法人税等 48,976 64,067

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,239

少数株主利益 325 1,299

四半期純利益 40,916 27,940
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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 90,219 93,307

減価償却費 70,445 76,721

のれん償却額 24,453 46,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,309 △10,761

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,510 80,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,283 3,011

受取利息及び受取配当金 △1,562 △1,840

支払利息 19,615 31,527

持分法による投資損益（△は益） 3,554 15,108

売上債権の増減額（△は増加） △73,039 1,164,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,070 △181,558

仕入債務の増減額（△は減少） 323,912 447,816

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,171

その他 △224,774 △82,175

小計 256,856 1,687,639

利息及び配当金の受取額 573 1,135

利息の支払額 △21,995 △28,360

法人税等の支払額 △119,152 △470,142

法人税等の還付額 － 3,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,281 1,193,569

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △950 △58,150

定期預金の払戻による収入 1,000 12,000

有形固定資産の取得による支出 △16,987 △96,060

無形固定資産の取得による支出 △273 △69,795

投資有価証券の取得による支出 － △179,500

差入保証金の差入による支出 △314 △101,098

差入保証金の回収による収入 4,540 5,568

貸付けによる支出 △66,000 －

貸付金の回収による収入 － 6,656

その他 △5,389 △8,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,373 △488,568
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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） 160,000 150,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △484,164 △438,642

リース債務の返済による支出 △4,165 △8,992

社債の償還による支出 － △20,000

配当金の支払額 △42,804 △40,602

少数株主への配当金の支払額 △350 △350

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,483 △358,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,575 346,414

現金及び現金同等物の期首残高 1,921,227 2,592,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,781,651 2,938,553
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 

 
調剤薬局事業

(千円) 

その他事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 

(千円) 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 5,180,383 68,261 5,248,644 － 5,248,644

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －

計 5,180,383 68,261 5,248,644 － 5,248,644

営業利益又は営業損失(△) 193,478 △14,511 178,966 （52,978） 125,987

(注) １ 事業の区分の方法 

事業は市場の類似性に基づき区分しております。 

２ 調剤薬局事業・・・・調剤薬局の経営 

その他事業・・・・・化粧品等の小売販売、衛生材料等の卸販売、処方データの販売及び分析レポート

作成のためのコンサルティング 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）において本国以外

の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありません。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）において海外売上

高はありません。 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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

源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、調剤薬局の経営を主として事業展開しており、従いまして「調剤薬局事業」を報告セグメントとして

おります。 

「調剤薬局事業」は健康保険法に基づく保険薬局として、医療機関の発行する処方せんに基づき一般患者に医

薬品の調剤を行う調剤薬局を経営する事業であります。 

 

２  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 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

調剤薬局事業 計 

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)３ 

売上高   

  外部顧客への売上高 6,269,550 6,269,550 101,318 6,370,869 － 6,370,869

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 6,269,550 6,269,550 101,318 6,370,869 － 6,370,869

セグメント利益又は損失
（△） 

198,492 198,492 △9,620 188,871 △45,911 142,960

(注) １  その他には、報告セグメントに含まれない処方データ販売事業、化粧品等販売事業及び医療モール経営

事業が含まれております。 

２  セグメント利益の調整額45,911千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

３  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。 

 

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 
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