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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21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 ％

21年9月期第3四半期 27,321 ― 1,004 ― 871 ― 169 ―
20年9月期第3四半期 25,527 6.9 916 22.1 793 16.9 263 △2.4

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

21年9月期第3四半期 6,077.01 6,076.14
20年9月期第3四半期 9,382.90 9,375.94

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

21年9月期第3四半期 19,837 2,993 13.9 100,519.16
20年9月期 18,148 2,920 14.9 96,074.82

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  2,759百万円 20年9月期  2,699百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株の割合で株式分割することを決議しておりま
す。平成21年９月期（予想）の１株当たり配当金については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。詳しくは２ページ「（ご参考）株式分割後の配
当の状況について」をご覧下さい。 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
15.00 15.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 37,359 10.6 1,371 18.8 1,203 20.8 407 △58.2 72.43
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 
（ご参考） 株式分割後の配当の状況について 
当社は、平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株の割合で株式分割することを決議し
ております。 
当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当状況につきましては以下のとおりとなります。 
 
基準日：平成20年９月期 
１株当たり配当金：期末10円00銭 年間10円00銭 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 28,096株 20年9月期  28,096株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  642株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 27,813株 20年9月期第3四半期 28,069株

― 2 ―



当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）における我が国経済は、

米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の影響による景気悪化が鮮明となり、世界経済が

停滞局面に入る中で、企業業績の不振、雇用情勢・消費動向の低迷など、依然として厳しい状況が続い

ております。 

当社グループの関わる医薬品業界におきましては、高齢化の進展に伴う国民医療費の増加により、中

長期的なマーケットの拡大が見込まれる一方、本年６月の改正薬事法の全面施行に伴い、スーパーマー

ケット等との差別化を急ぐドラッグストア大手による調剤薬局併設化の動きや、調剤薬局各社と他業種

企業間における資本・業務提携が顕在化するなど、大きな転換期を迎えております。 

このような環境の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、調剤薬局事業が順調

に推移したため、売上高27,321百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益1,004百万円（同9.6％増）、

経常利益871百万円（同9.8％増）となりました。四半期純利益におきましては、当社の保有している株

式会社みずほフィナンシャルグループ普通株式の評価損等が発生したことに伴い、169百万円（同

35.8％減）となりました。 

※なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
  

本事業に関しましては、第１四半期連結会計期間よりセグメント名称を「医薬品等関連事業」から

「医薬品等ネットワーク事業」へ変更しております。従来まで、上場維持コストや子会社管理コスト

等の管理部門費用を「医薬品等関連事業」に含めておりましたが、第１四半期連結会計期間より当社

グループの事業内容をより一層明瞭に区分するために、当該費用を配賦不能営業費用として「消去又

は全社」に含めることとしました。この変更による当第３四半期連結累計期間の本事業への影響額

は、従来の方法によった場合と比較して営業利益が451百万円増加しております。 

医薬品等ネットワーク事業に関しましては、本州地区の既存加盟店を中心に、取扱高が順調に増加

しました。平成21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507店舗、11病・医院

の合計518件（前連結会計年度末比19件増）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における本事業の売上高は467百万円（前年同期比26.7％

増）、営業利益は550百万円となりました。 
  

調剤薬局事業に関しましては、当第３四半期連結累計期間に調剤薬局で10店舗の新規出店、４店舗

の閉鎖、またドラッグストア１店舗の新規出店を行った結果、平成21年６月30日現在の店舗数は、調

剤薬局170店舗、ケアプランセンター１ヶ所、ドラッグストア３店舗、バラエティショップ２店舗と

なりました（前連結会計年度末比７店舗増）。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における本事業の売上高は26,286百万円（前年同期比

6.9％増）、営業利益986百万円（同10.7％増）となりました。 
  

賃貸・設備関連事業に関しましては、当第３四半期連結累計期間における高齢者専用賃貸住宅「ウ

・定性的情報・財務諸表等
1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 医薬品等ネットワーク事業

(2) 調剤薬局事業

(3) 賃貸・設備関連事業
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ィステリアＮ17」の新規入居件数は12件となり、平成21年６月30日現在の入居件数は29件となりま

した（前連結会計年度末比12件増）。当第３四半期連結累計期間における本事業の売上高は363百万

円（前年同期比4.9％減）、営業利益24百万円（前年同期は85百万円の営業損失）となりました。 
  

その他事業は、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。当第３四

半期連結累計期間における本事業の売上高は204百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益１百万円

（前年同期比90.7％減）となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は19,837百万円（前連結会計年度末比1,688百万円増）

となりました。主な要因は現金及び預金、商品、有形固定資産その他の増加によるものです。  

 一方、負債の部においては、16,844百万円（同1,615百万円増）となりました。主な要因は未払法人

税、賞与引当金等が減少したものの、長期借入金及び固定負債その他の増加によるものです。  

 また、純資産の部においては、2,993百万円（同72百万円増）となりました。主な要因は利益剰余金

の増加によるものです。  
  

当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は1,803百万円

（前連結会計年度末比403百万円増）となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシ

ュ・フローの状況については以下のとおりです。 
  

営業活動において、たな卸資産359百万円の増加及び法人税等の支払額1,083百万円等があったもの

の、税金等調整前四半期純利益777百万円、減価償却費425百万円及び仕入債務の増加額761百万円等

により985百万円の増加となりました。 
  

投資活動において、有形固定資産の取得による支出504百万円等により、492百万円の減少となりま

した。  
  

財務活動において、長期借入金による収入が返済による支出を373百万円上回りましたが、リース

債務の返済による支出214百万円等により89百万円の減少となりました。 
  

平成21年５月７日公表の連結業績予想に変更はありません。 
  
  

(4) その他事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

 (キャッシュ・フローの状況） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

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。 
  

①棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会

計期間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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

③法人税等並びに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、第２四半期連結会計期間末以降に経営環境及び一

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、第２四半期連結会計期間末において使

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。 

該当事項はありません。 
  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が第１四半期

連結会計期間から適用されたことに伴い、移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下

げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

（貸手側） 

 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半

期連結会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、期首に前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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
（簡便な会計処理）

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(3) 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
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後）をリース投資資産として計上する方法によっており、リース取引開始日に売上高と売上原価

を計上する方法及び貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の差額を手

数料収入として各期に配分し、転リース差益として計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース投資資産が流

動資産に177,827千円計上され、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。 

（借手側） 

 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半

期連結会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したもの

としてリース資産を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固

定資産に722,443千円、無形固定資産に12,076千円計上され、営業利益が19,217千円増加し、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益が13,374千円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,815,694 ※2  1,412,071

売掛金 2,408,027 2,250,164

債権売却未収入金 435,115 402,711

調剤報酬等購入債権 336,003 327,603

商品 1,435,100 1,082,534

貯蔵品 37,868 34,162

仕掛品 11,734 8,472

繰延税金資産 176,027 314,920

その他 690,813 585,592

貸倒引当金 △2,696 △4,278

流動資産合計 7,343,687 6,413,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※2  3,484,224 ※1, ※2  3,260,361

土地 ※2  1,527,717 ※2  1,485,756

建設仮勘定 577 18,113

その他（純額） ※1  836,961 ※1  128,439

有形固定資産合計 5,849,480 4,892,671

無形固定資産   

のれん 4,703,952 4,912,513

ソフトウエア 27,407 34,570

その他 61,268 47,913

無形固定資産合計 4,792,627 4,994,997

投資その他の資産   

投資有価証券 73,449 114,394

繰延税金資産 352,672 338,182

差入保証金 1,273,468 1,246,135

その他 229,350 210,655

貸倒引当金 △77,082 △62,025

投資その他の資産合計 1,851,859 1,847,343

固定資産合計 12,493,967 11,735,011

資産合計 19,837,654 18,148,967
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,025,995 3,264,602

短期借入金 1,978,000 ※2  1,993,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  994,932 ※2  975,994

1年内償還予定の社債 31,000 62,000

未払法人税等 178,316 800,495

賞与引当金 227,833 419,918

その他 1,840,002 1,191,847

流動負債合計 9,276,079 8,707,857

固定負債   

社債 － 31,000

長期借入金 ※2  6,258,947 ※2  5,904,745

繰延税金負債 － 616

退職給付引当金 376,757 320,182

役員退職慰労引当金 125,966 99,662

その他 806,382 164,157

固定負債合計 7,568,053 6,520,364

負債合計 16,844,133 15,228,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 813,520 813,520

資本剰余金 623,235 623,235

利益剰余金 1,385,979 1,273,151

自己株式 △57,976 －

株主資本合計 2,764,759 2,709,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △551 △10,589

繰延ヘッジ損益 △4,554 －

評価・換算差額等合計 △5,106 △10,589

少数株主持分 233,868 221,427

純資産合計 2,993,521 2,920,745

負債純資産合計 19,837,654 18,148,967
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 27,321,315

売上原価 17,863,140

売上総利益 9,458,174

販売費及び一般管理費 ※  8,454,102

営業利益 1,004,071

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,441

保険解約返戻金 5,531

雑収入 29,490

営業外収益合計 36,462

営業外費用  

支払利息 167,543

雑損失 1,734

営業外費用合計 169,278

経常利益 871,256

特別利益  

固定資産売却益 118

貸倒引当金戻入額 2,015

過年度手数料調整金 202

店舗売却益 12,496

特別利益合計 14,833

特別損失  

固定資産売却損 373

固定資産除却損 889

減損損失 4,494

投資有価証券評価損 57,786

事務所移転費用 8,170

店舗閉鎖損失 14,101

過年度取引価格調整金 6,977

貸倒引当金繰入額 15,858

特別損失合計 108,651

税金等調整前四半期純利益 777,437

法人税、住民税及び事業税 418,550

法人税等調整額 120,069

法人税等合計 538,619

少数株主利益 69,798

四半期純利益 169,019
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,230,606

売上原価 6,065,204

売上総利益 3,165,402

販売費及び一般管理費 ※  2,858,758

営業利益 306,644

営業外収益  

受取利息及び配当金 173

保険解約返戻金 3

業務受託料 1,907

雑収入 5,950

営業外収益合計 8,034

営業外費用  

支払利息 55,755

雑損失 431

営業外費用合計 56,187

経常利益 258,491

特別利益  

貸倒引当金戻入額 350

店舗売却益 12,496

投資有価証券評価損戻入益 7,068

特別利益合計 19,915

特別損失  

固定資産売却損 59

固定資産除却損 208

貸倒引当金繰入額 52

店舗閉鎖損失 11,908

特別損失合計 12,229

税金等調整前四半期純利益 266,177

法人税、住民税及び事業税 75,597

法人税等調整額 110,676

法人税等合計 186,274

少数株主利益 21,972

四半期純利益 57,930
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６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 777,437

減価償却費 425,272

減損損失 4,494

のれん償却額 222,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △192,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,474

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,303

受取利息及び受取配当金 △10,007

支払利息 170,987

固定資産売却損益（△は益） 255

固定資産除却損 15,745

店舗売却損益（△は益） △12,496

投資有価証券評価損益（△は益） 57,786

売上債権の増減額（△は増加） △157,862

債権売却未収入金の増減額（△は増加） △32,404

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） △8,399

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △4,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △359,533

仕入債務の増減額（△は減少） 761,393

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,869

その他 479,045

小計 2,229,506

利息及び配当金の受取額 9,924

利息の支払額 △169,713

法人税等の支払額 △1,083,902

営業活動によるキャッシュ・フロー 985,815

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 △905

有形固定資産の取得による支出 △504,370

有形固定資産の売却による収入 7,243

無形固定資産の取得による支出 △4,748

営業譲受による支出 △13,900

事業譲渡による収入 35,138

貸付けによる支出 △1,890

貸付金の回収による収入 24,065

差入保証金の差入による支出 △59,417

差入保証金の回収による収入 21,993

その他 4,447

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,344
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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） △15,000

長期借入れによる収入 1,125,000

長期借入金の返済による支出 △751,860

社債の償還による支出 △62,000

配当金の支払額 △55,755

少数株主への配当金の支払額 △57,357

自己株式の取得による支出 △57,976

リース債務の返済による支出 △214,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 403,616

現金及び現金同等物の期首残高 1,399,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,803,586
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 
  

 
(注) １．事業の区分 

 事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容 

 
   ３．事業の区分及び営業費用の配賦方法の変更 

 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業（現「医薬品等ネットワーク事
業」）」に含めておりましたが、近年の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社的な
位置付けになっており、上場維持コストや子会社管理コスト等が増加しております。 
 そこで、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より当社グループの事業内容をより一層明瞭に
区分するために、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去または全社」に含めることと
しました。 
 また、事業区分の名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事業」に
変更しております。 
 この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益への影響額は、従来の方法によった場合と比
較して「医薬品等ネットワーク事業」の営業利益が451,102千円増加し、「消去または全社」の営業
利益は451,102千円減少しております。 
４．会計処理の方法の変更 
 「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 会計処理基準に関する事項の
変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結子会社
は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用でき
ることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用しております。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の医薬品等ネッ
トワーク事業の営業利益が１千円増加し、調剤薬局事業の営業利益が16,207千円増加し、賃貸・設備
関連事業の営業利益が1,228千円増加しております。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

その他 

事業
計

消去または 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

（１）外部顧客に対する

売上高

467,506 26,286,146 363,641 204,020 27,321,315 ― 27,321,315

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
684,383 2,445 308,166 ― 994,995 (994,995) ―

計 1,151,890 26,288,591 671,808 204,020 28,316,310 (994,995) 27,321,315

 営業利益 550,125 986,931 24,282 1,287 1,562,627 (558,555) 1,004,071

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
(注) １．事業の区分 

 事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容 

 
   ３．事業の区分及び営業費用の配賦方法の変更 

 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業（現「医薬品等ネットワーク事
業」）」に含めておりましたが、近年の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社的な
位置付けになっており、上場維持コストや子会社管理コスト等が増加しております。 
 そこで、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より当社グループの事業内容をより一層明瞭に
区分するために、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去または全社」に含めることと
しました。 
 また、事業区分の名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事業」に
変更しております。 
４．会計処理の方法の変更 
 「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 会計処理基準に関する事項の
変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結子会社
は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用でき
ることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用しております。 

  

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

その他 

事業
計

消去または 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

（１）外部顧客に対する

売上高

121,383 8,932,539 112,988 63,696 9,230,606 ― 9,230,606

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
221,747 943 87,560 ― 310,251 (310,251) ―

計 343,130 8,933,483 200,548 63,696 9,540,858 (310,251) 9,230,606

 営業利益又は 

 営業損失（△）
182,142 302,891 △12,207 3,117 475,943 (169,298) 306,644

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年２月４日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、自己
株式642株を取得いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が57,976千円
増加し、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式が57,976千円となっております。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年10月１日

 至 平成20年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 25,527,122

Ⅱ 売上原価 16,709,975

売上総利益 8,817,147

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,900,611

営業利益 916,535

Ⅳ 営業外収益

受取利息及び受取配当金 4,199

保険解約収入 6,150

業務支援収入 5,472

雑収入 22,563 38,385

Ⅴ 営業外費用

支払利息 152,410

雑損失 8,671 161,082

経常利益 793,839

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 6,656

償却債権取立益 4,536

店舗売却益 7,850 19,042

Ⅶ 特別損失

固定資産売却損 16,781

固定資産除却損 18,638

減損損失 38,900

貸倒引当金繰入額 15,576

厚生年金基金脱退損 5,437 95,334

税金等調整前四半期純利益 717,547

法人税、住民税及び事業税 370,490

法人税等調整額 47,327 417,817

少数株主利益 36,361

四半期純利益 263,368
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前年同四半期 （平成20年９月期 第３四半期） 

 

   

   

 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

医薬品等 

関連事業
（千円）

調剤薬局 

事業
（千円）

賃貸・設備 

関連事業
（千円）

その他 

事業
（千円）

計
（千円）

消去または 

全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

（１）外部顧客に対す

る売上高
369,039 24,582,469 382,455 193,159 25,527,122 ― 25,527,122

（２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

598,532 2,255 408,116 ― 1,008,903 (1,008,903) ―

計 967,571 24,584,724 790,571 193,159 26,536,026 (1,008,903) 25,527,122

営業費用 851,414 23,693,166 876,506 179,291 25,600,379 (989,791) 24,610,587

営業利益又は 

営業損失（△）
116,157 891,557 △85,935 13,868 935,647 (19,111) 916,535

（注） １．事業の区分方法 
    事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等関連事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワークによ

る情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．前年同四半期における営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は
ありません。
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（参考）前期 （平成20年９月期） 

 

 

 

 

医薬品等 

関連事業
（千円）

調剤薬局 

事業
（千円）

賃貸・設備 

関連事業
（千円）

その他 

事業
（千円）

計
（千円）

消去または 

全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

（１）外部顧客に対

する売上高
537,408 32,463,212 516,364 268,570 33,785,555 ― 33,785,555

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

777,113 2,950 568,924 ― 1,348,988 (1,348,988) ―

計 1,314,521 32,466,162 1,085,289 268,570 35,134,543 (1,348,988) 33,785,555

営業費用 1,199,279 31,323,922 1,163,096 249,826 33,936,125 (1,304,346) 32,631,778

営業利益又は 

営業損失（△）
115,241 1,142,240 △77,806  18,743 1,198,418 (44,641) 1,153,777

（注） １．事業の区分方法 
    事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等関連事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワークによ

る情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．平成20年９月期における営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用
はありません。

㈱メディカルシステムネットワーク　（4350）　平成21年９月期　第３四半期決算短信

― 19 ―



重要な後発事象 

 

6.その他

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日  
 至 平成21年６月30日)

 

１．株式分割及び単元株制度導入の件  
 当社は平成21年５月７日開催の取締役会決議に基づき、平成21年７月１日付けで、下
記のとおり株式分割及び単元株制度導入を行っております。 
  
株式分割及び単元株制度採用の目的 
 当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を目的として株式分割
を実施いたしました。また、売買単位の集約化に対応し、投資家の利便性を向上する事
を目的として、単元株制度を採用いたしました。なお、この株式分割及び単元株制度の
採用により、投資単位は実質的に２分の１となりました。  
（１） 株式分割  
  ①分割方法  
   平成21年６月30日（火曜日）を基準日とし、普通株式１株につき、200株の割合を 
   もって分割しました。  
  
  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   28,096株  
   今回の分割により増加する株式数 5,591,104株  
   株式分割後の当社発行済株式総数 5,619,200株  
   株式分割後の発行可能株式総数  18,000,000株  
  
  ③株式分割の効力発生日  
   平成21年７月１日  
  
（２）単元株制度の採用   
  ①新設する単元株式の数  
   単元株制度を採用し、単元株式数を100株としました。  
  ②新設の日程  
   平成21年７月１日  
  
 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における （１株当たり情
報） の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。  
  
前連結会計年度  
１株当たり純資産額           480.37円  
  
当第３四半期連結会計期間末  
１株当たり純資産額          502.60円  
  
当第３四半期連結累計期間  
１株当たり四半期純利益         30.39円  
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  30.38円  
  
当第３四半期連結会計期間  
１株当たり四半期純利益         10.55円  
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  10.55円 
  
２．子会社による関西薬品株式会社の事業の譲受けに関する件 
 当社連結子会社である株式会社ファーマホールディングの完全子会社である株式会社
共栄ファーマシーは、平成21年７月14日に、関西薬品株式会社の全ての事業を譲受ける
事業譲渡契約を締結いたしました。 
（１）目的 
   今般取得する店舗は、当社未進出エリアである広島県内の12店舗であり、中国地 
   方における今後の店舗展開への足掛かりとなることから、事業を譲受けることと 
   いたしました。 
  
（２）契約の相手会社の名称、事業内容及び資本金等の額（平成20年５月31日現在） 
   ①名称    関西薬品株式会社 
   ②事業の内容 調剤薬局、ドラッグストアの運営 
   ③資本金      45百万円 
   ④純資産     98百万円 
   ⑤総資産   1,416百万円 
  
（３）事業の譲受けの時期 
   平成21年10月１日 
  
 
814.74
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