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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 15,761 8.1 714 103.0 719 99.0 325 244.6
23年3月期第1四半期 14,577 6.6 351 29.6 361 31.5 94 △31.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 323百万円 （241.4％） 23年3月期第1四半期 94百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2,629.76 ―
23年3月期第1四半期 763.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 28,380 10,967 38.6
23年3月期 28,624 10,792 37.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,967百万円 23年3月期  10,792百万円

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  ：  有  
 平成23年７月29日開催の取締役会において、平成23年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき、２株の割合で株式分割することを決議しておりま
す。そのため、平成24年３月期（予想）の年間配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。 

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

23年3月期 ― 500.00 ― 1,200.00 1,700.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 1,450.00 ― 725.00 2,175.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 平成23年７月29日開催の取締役会において、平成23年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき、２株の割合で株式分割することを決議しておりま
す。そのため、平成24年３月期の連結業績予想における通期の１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております（当該株
式分割が期首に行われたと仮定して算出しております）。 

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) 32,195 9.3 1,437 53.8 1,420 51.4 694 107.6 5,609.52
通期 70,377 15.5 3,626 29.3 3,586 27.8 1,810 59.2 7,314.40



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「サマリー情報（その他）に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 
 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 当四半期決算短信は、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、当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 
（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〕２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
（その他特記事項） 
 決算補足説明資料は、適宜当社ホームページに掲載いたします。 
なお、平成23年７月29日公表の「株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社は平成23年10月１日を効力発生日として普
通株式１株につき、２株の割合で株式分割を予定しております。これに伴い、平成24年３月期の連結業績予想における通期の１株当たり当期純利益は、株式分
割後の株式数を前提に算出しております。  
 ・株式分割前の当社発行済株式総数 125,184株 
 ・今回の分割により増加する株式数 125,184株 
 ・株式分割後の当社発行済株式総数 250,368株 

4.  その他

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 125,184 株 23年3月期 125,184 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,440 株 23年3月期 1,440 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 123,744 株 23年3月期1Q 123,744 株
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（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におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による直接的な経

済活動への影響に加え、原発事故に伴う電力供給不安により先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは、被災地における避難所等の臨時施設に薬剤師を派遣し医療の継続を

支援してまいりました。 

 また、既存店においては、クオールブランドの確立を図るための店舗名の統一及び患者さま視点に立った店舗設

備の標準化を進める一方で、在宅医療のニーズに的確に対応できる体制強化とサービスの推進にも努めてまいりま

した。 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ連結業績は、売上高15,761百万円（前年同期比8.1％増加）、

営業利益714百万円（前年同期比103.0％増加）、経常利益719百万円（前年同期比99.0％増加）、四半期純利益325

百万円（前年同期比244.6％増加）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

① 保険薬局事業 

当第１四半期連結累計期間におきましては、特に長期処方の進行により薬剤料収入が増加し、既存店の業績が

堅調に推移しました。また、新規出店３店舗、フランチャイズ出店１店舗、東日本大震災の津波により消失した店

舗１店舗を含む２店舗を閉店した結果、前連結会計年度末から２店舗増加して当社グループ全体での店舗数は直営

店280店舗、フランチャイズ店６店舗となりました。この結果、売上高は前年同期比1,260百万円増加し15,368百万

円（前年同期比8.9％増加）、営業利益は前年同期比404百万円増加し921百万円（前年同期比78.1％増加）となり

ました。 

② その他事業 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、東日本大震災が影響し受注がずれ込んだため、主に医療・医薬情報

関連事業において計画を下回りました。この結果、売上高は前年同期比76百万円減少し393百万円（前年同期比

16.3％減少）、営業損失は9百万円（前年同期の営業利益１百万円）となりました。  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、28,380百万円となり、前連結会計年度末から244百万円減少してお

ります。 

これは主に、商品及び製品が114百万円増加した一方、現金及び預金が168百万円、売掛金が283百万円減少し、

流動資産合計で339百万円減少したことによるものであります。また、新規出店等の増加により、固定資産が95百

万円増加したことによるものであります。 

② 負債の状況 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、17,413百万円となり、前連結会計年度末から419百万円減少してお

ります。 

これは主に、買掛金が798百万円増加した一方、未払法人税等が438百万円、長期借入金が396百万円及び賞与引

当金が341百万円減少したことによるものであります。 

③ 純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、10,967百万円となり、前連結会計年度末から174百万円増加して

おります。 

これは主に、当四半期純利益の計上により325百万円増加した一方、配当金の支払いにより148百万円減少した

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 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ連結業績は、本連結会計年度の経営計画に従い推移してお 

り、引き続き堅調な業績推移が予想されます。従いまして、平成23年５月13日付の決算短信で公表いたしました第

２四半期連結累計期間業績予想及び通期連結業績予想に変更はございません。  
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算)  

 税金費用については、当第１四半期連結累計期間を含む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しております。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。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,723,635 2,555,225 

売掛金 8,576,230 8,292,559 

商品及び製品 2,334,063 2,448,819 

仕掛品 37,556 34,116 

貯蔵品 77,307 76,434 

繰延税金資産 555,174 555,174 

その他 326,569 327,291 

貸倒引当金 △6,598 △5,561 

流動資産合計 14,623,938 14,284,060 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,664,820 2,882,301 

工具、器具及び備品（純額） 786,689 825,151 

土地 736,825 736,825 

その他（純額） 145,123 112,986 

有形固定資産合計 4,333,457 4,557,265 

無形固定資産   

のれん 6,193,903 6,088,459 

ソフトウエア 725,219 696,339 

その他 102,537 101,210 

無形固定資産合計 7,021,660 6,886,009 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,832,543 1,839,122 

繰延税金資産 185,743 186,294 

その他 629,678 629,848 

貸倒引当金 △2,200 △2,200 

投資その他の資産合計 2,645,764 2,653,065 

固定資産合計 14,000,882 14,096,339 

資産合計 28,624,821 28,380,400 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,334,018 10,132,342 

短期借入金 500,000 500,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,814,448 1,730,175 

未払法人税等 798,579 359,756 

賞与引当金 789,763 448,149 

その他 907,554 953,452 

流動負債合計 14,144,365 14,123,875 

固定負債   

長期借入金 3,314,121 2,917,658 

退職給付引当金 72,246 75,042 

資産除去債務 226,871 232,352 

その他 74,995 64,464 

固定負債合計 3,688,233 3,289,517 

負債合計 17,832,598 17,413,392 

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,600 814,600 

資本剰余金 6,767,005 6,767,005 

利益剰余金 3,232,892 3,409,816 

自己株式 △18,360 △18,360 

株主資本合計 10,796,137 10,973,062 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,914 △6,055 

その他の包括利益累計額合計 △3,914 △6,055 

純資産合計 10,792,223 10,967,007 

負債純資産合計 28,624,821 28,380,400 
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 14,577,858 15,761,902 

売上原価 13,037,458 13,728,789 

売上総利益 1,540,400 2,033,113 

販売費及び一般管理費 1,188,475 1,318,706 

営業利益 351,924 714,406 

営業外収益   

家賃収入 2,397 3,809 

受取手数料 8,734 9,511 

負ののれん償却額 5,304 5,304 

その他 14,021 9,742 

営業外収益合計 30,458 28,368 

営業外費用   

支払利息 16,380 13,428 

持分法による投資損失 3,006 8,625 

その他 1,263 844 

営業外費用合計 20,650 22,898 

経常利益 361,732 719,877 

特別利益   

賞与引当金戻入額 43,485 － 

固定資産売却益 5,942 － 

国庫補助金 3,840 － 

その他 18,056 － 

特別利益合計 71,324 － 

特別損失   

固定資産除却損 72,309 22,409 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 105,285 － 

災害による損失 － 21,420 

その他 5,752 2,556 

特別損失合計 184,827 46,387 

税金等調整前四半期純利益 248,230 673,490 

法人税等 153,809 348,073 

少数株主損益調整前四半期純利益 94,421 325,417 

四半期純利益 94,421 325,417 
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 94,421 325,417 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 272 △2,140 

その他の包括利益合計 272 △2,140 

四半期包括利益 94,693 323,276 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 94,693 323,276 

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。 

  

  

 当社は平成23年７月29日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議いたしました。 

１．株式分割の目的 

   当社株式の流動性の向上、投資家層の更なる拡大を目的として、株式の分割を行うものであります。 

    ２．株式分割の概要 

    （1）分割の方法 

    平成23年９月30日（金曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を１株につき２株

の割合で分割いたします。 

    （2）分割により増加する株式数 

    株式分割前の当社発行済株式総数    125,184株 

    今回の分割により増加する株式数    125,184株 

    株式分割後の当社発行済株式総数    250,368株 

    株式分割後の発行可能株式総数     480,000株 

    今回の株式分割に際しては、資本金の増加はありません。 

    平成23年９月30日現在の資本金    814,600千円 

    ３．日程 

     ・基準日公告日           平成23年９月15日（木曜日） 

     ・基準日              平成23年９月30日（金曜日） 

     ・効力発生日            平成23年10月１日（土曜日） 

   ４. 当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当連結会計年度 

     の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであります。 

 １株当たり四半期純利益等 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

（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）重要な後発事象

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日  

  至 平成22年６月30日）  

当第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株当たり四半期純利益 381.52円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  －円

１株当たり四半期純利益 1,314.88円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円
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