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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

（注）1．平成24年3月期は決算期の変更により6か月間の変則決算となっております。このため、平成25年3月期における対前年同四半期増減率は記載しており
ません。 
（注）2．1株当たり四半期純利益の算定方法については「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項2」をご覧ください。 

(2) 連結財政状態 

（注）自己資本、自己資本比率及び1株当たり純資産の算定方法については「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項2」をご覧ください。  

(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 ％

26年3月期第2四半期 30,438 16.9 1,207 66.8 1,172 79.1 433 68.0
25年3月期第2四半期 26,047 ― 723 ― 654 ― 257 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 481百万円 （55.8％） 25年3月期第2四半期 308百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 17.81 ―
25年3月期第2四半期 9.93 ―

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

26年3月期第2四半期 34,240 5,222 14.6 208.78
25年3月期 30,789 6,236 18.8 222.86
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,987百万円 25年3月期  5,787百万円

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  ：  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

25年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00
26年3月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 63,164 15.2 2,432 18.8 2,300 20.3 826 9.2 34.27



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P4「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」をご覧ください。 

(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 

(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 
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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に掲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、当
社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については
【添付資料】P4「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
2．連結貸借対照表には、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株当たり四半期純利益、自己資本比率、1株当た
り純資産及び自己資本については、上記の当社株式を自己株式とみなしておりません。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） ― 、 除外 1社 （社名） 株式会社エムエムネット

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） 26年3月期2Q 25,969,600 株 25年3月期 25,969,600 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,081,105 株 25年3月期 1,105 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 24,309,041 株 25年3月期2Q 25,968,526 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における業績は、主力事業である医薬品等ネットワーク事業及び

調剤薬局事業が堅調に推移したことから、売上高は30,438百万円（前年同四半期比16.9％増）

となりました。利益面につきましては、調剤薬局事業において処方箋応需枚数・処方箋単価が

順調に推移したこと及び株式給付信託（J-ESOP）の導入コストがなくなったこと等により経費

が抑制されたことから、営業利益1,207百万円（同66.8％増）、経常利益1,172百万円（同

79.1％増）、四半期純利益433百万円（同68.0％増）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、中小薬局の新規加盟件数が順調に伸び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、売上高は1,453百万円（前年同四半期比10.4％増）、営業利益716

百万円（同21.8％増）となりました。 

なお、平成25年９月30日現在の医薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局1,058店舗、27病・

医院の合計1,085件（前連結会計年度末比52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、新規出店及びＭ＆Ａにより店舗展開を行う一方、当第２四半期累計

期間においてグループ会社の吸収合併（４社）を行うことにより、間接部門をスリム化するこ

とで、収益基盤の強化を図りました。 

出退店状況に関しましては、当第２四半期連結累計期間に調剤薬局７店舗を新規出店すると

ともに株式取得により３社（７店舗）、事業譲受けにより１店舗を取得する一方、２店舗を閉

鎖しました。これにより、平成25年９月30日現在の店舗数は、調剤薬局282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店舗となりました。 

既存店舗の売上が堅調に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29,213百万円（前年同四半期比17.2％増）となりました。利益

面につきましては、処方箋応需枚数・処方箋単価が順調に推移したこと及び株式給付信託（J-

ESOP）の導入コストがなくなったこと等により経費が抑制されたことから、営業利益1,076百万

円（同87.0％増）となりました。 

 

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622百万円（前年同

四半期比14.6％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）に関する減価償却費等の

費用が先行したため営業損失６百万円（前年同四半期は営業利益66百万円）となりました。 

なお、「ウィステリア清田」の入居件数は、平成25年９月30日現在、全75戸中31戸と概ね順

調に推移しております。 
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④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。本事業の売上高は122百万円（前年同四半期比7.1％減）、営業利益６百万円（同14.5％

減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は34,240百万円となり、前連結会計年度末に比

べ3,451百万円増加しました。 

流動資産は8,800百万円となり、前連結会計年度末に比べ529百万円の増加となりました。主

な要因は、売掛金の増加によるものです。固定資産は25,440百万円となり、前連結会計年度末

に比べ2,922百万円の増加となりました。主な要因は、賃貸・設備関連事業における建物及び構

築物、土地の増加並びに３社の株式取得、１店舗の事業譲受けによりのれんが増加したことに

よるものです。 

負債の部は29,018百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,464百万円の増加となりました。

流動負債は17,922百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,547百万円の増加となりました。主

な要因は、借入金の増加によるものです。固定負債は11,095百万円となり、前連結会計年度末

に比べ917百万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、5,222百万円となり、前連結会計年度末比に比べ1,013百万円

の減少となりました。主な要因は自己株式取得等によるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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（以下、「資金」とい

う。）の期末残高は、前連結会計年度末に比べ305百万円減の1,772百万円となりました。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。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,029百万円(前年同四半期比264百万円増）となりました。主

な要因は、売上債権の増加額540百万円及び法人税等の支払額509百万円の支出等があったもの

の、税金等調整前四半期純利益1,105百万円及び減価償却費492百万円等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は3,576百万円（前年同四半期比135百万円減）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,819百万円、子会社株式の取得による支出926百

万円等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は2,241百万円（前年同四半期比327百万円減）となりました。

主な要因は、自己株式の取得による支出1,155百万円等があったものの、短期及び長期借入の増

加3,997百万円等によるものです。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年８月２日に発表した連結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 

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった株式会社エムエムネットは平成25年７

月１日に当社を存続会社とし、株式会社エムエムネットを消滅会社とする吸収合併を行ったこ

とにより、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

 

（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 

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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,091,869 1,790,305

売掛金 1,513,728 2,236,921

債権売却未収入金 725,355 588,670

調剤報酬等購入債権 499,150 273,615

商品 2,150,186 2,407,286

仕掛品 15,809 12,630

貯蔵品 53,167 50,274

繰延税金資産 614,145 613,603

その他 613,845 832,018

貸倒引当金 △6,097 △4,897

流動資産合計 8,271,162 8,800,429

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,332,867 5,678,416

土地 4,936,062 6,001,473

建設仮勘定 444,735 180,211

その他（純額） 1,757,936 1,968,277

有形固定資産合計 11,471,601 13,828,378

無形固定資産   

のれん 8,176,760 8,784,206

ソフトウエア 35,565 34,257

その他 51,052 59,569

無形固定資産合計 8,263,378 8,878,033

投資その他の資産   

投資有価証券 54,060 56,444

差入保証金 1,640,040 1,606,332

繰延税金資産 797,466 724,039

その他 333,089 388,053

貸倒引当金 △41,522 △41,076

投資その他の資産合計 2,783,134 2,733,791

固定資産合計 22,518,114 25,440,203

資産合計 30,789,276 34,240,633
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,615,995 5,827,484

短期借入金 3,015,000 6,231,000

1年内返済予定の長期借入金 1,543,066 1,636,290

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 459,443 442,832

繰延税金負債 10 35

賞与引当金 702,153 755,330

ポイント引当金 9,359 9,723

その他 2,980,215 2,970,053

流動負債合計 14,375,244 17,922,750

固定負債   

社債 75,000 50,000

長期借入金 7,510,908 8,235,246

繰延税金負債 1,298 1,251

退職給付引当金 768,344 815,419

役員退職慰労引当金 349,448 369,120

その他 1,472,995 1,624,297

固定負債合計 10,177,994 11,095,333

負債合計 24,553,238 29,018,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,091,001 1,091,001

資本剰余金 900,747 900,717

利益剰余金 3,835,561 4,159,747

自己株式 △45,048 △1,180,951

株主資本合計 5,782,262 4,970,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,613 4,172

繰延ヘッジ損益 △42,318 △36,519

その他の包括利益累計額合計 △39,705 △32,346

少数株主持分 493,480 284,380

純資産合計 6,236,038 5,222,549

負債純資産合計 30,789,276 34,240,633
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 26,047,453 30,438,882

売上原価 16,891,320 19,735,090

売上総利益 9,156,133 10,703,792

販売費及び一般管理費 8,432,357 9,496,696

営業利益 723,776 1,207,095

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,667 1,267

業務受託料 29,182 24,482

設備賃貸料 19,536 18,762

補助金収入 1,338 39,926

雑収入 20,939 30,590

営業外収益合計 72,665 115,029

営業外費用   

支払利息 131,030 137,729

雑損失 10,420 11,590

営業外費用合計 141,450 149,320

経常利益 654,990 1,172,804

特別利益   

固定資産売却益 1,273 6,393

受取補償金 － 13,735

資産除去債務戻入益 16,579 7,874

特別利益合計 17,852 28,003

特別損失   

固定資産除却損 5,133 26,506

減損損失 － 66,747

店舗閉鎖損失 1,383 1,662

その他 264 418

特別損失合計 6,781 95,334

税金等調整前四半期純利益 666,062 1,105,473

法人税、住民税及び事業税 388,268 522,811

法人税等調整額 △31,757 108,748

法人税等合計 356,510 631,560

少数株主損益調整前四半期純利益 309,551 473,913

少数株主利益 51,729 40,881

四半期純利益 257,822 433,031
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 309,551 473,913

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,098 1,545

繰延ヘッジ損益 410 5,799

その他の包括利益合計 △687 7,344

四半期包括利益 308,864 481,257

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 257,147 440,390

少数株主に係る四半期包括利益 51,716 40,867
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 666,062 1,105,473

減価償却費 399,272 492,934

減損損失 － 66,747

のれん償却額 229,668 295,114

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,151 43,828

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,370 △3,495

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,451 363

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △2,202 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,402 47,026

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,349 19,671

受取利息及び受取配当金 △4,392 △2,928

支払利息 133,070 139,987

固定資産売却損益（△は益） △1,239 △6,393

固定資産除却損 5,133 26,282

売上債権の増減額（△は増加） 362,741 △540,726

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 6,433 136,684

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） 167,361 225,535

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △2,157 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,643 △170,476

仕入債務の増減額（△は減少） △503,474 17,463

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,248 △36,086

その他 △35,019 △177,889

小計 1,495,348 1,679,116

利息及び配当金の受取額 4,252 2,871

利息の支払額 △131,858 △142,790

法人税等の支払額 △602,310 △509,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 765,431 1,029,629

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 △7,201 △4,204

定期預金の払戻による収入 41,600 3,600

有形固定資産の取得による支出 △841,708 △2,819,807

有形固定資産の売却による収入 7,753 256,130

無形固定資産の取得による支出 △1,930 △14,119

子会社株式の取得による支出 △2,614,764 △926,049

事業譲受による支出 △68,699 △20,281

貸付けによる支出 △268,833 △96,897

貸付金の回収による収入 19,350 19,945

差入保証金の差入による支出 △81,838 △33,655

差入保証金の回収による収入 57,599 78,775

その他 46,273 △20,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,712,400 △3,576,738
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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） 345,000 3,216,000

長期借入れによる収入 3,600,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △825,541 △818,906

社債の償還による支出 △25,000 △25,000

リース債務の返済による支出 △223,574 △273,638

配当金の支払額 △96,957 △103,539

少数株主からの払込みによる収入 － 24,500

少数株主への配当金の支払額 △75,460 △22,260

自己株式の取得による支出 △129,200 △1,155,472

子会社の自己株式の取得による支出 － △199,743

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,569,266 2,241,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △377,702 △305,168

現金及び現金同等物の期首残高 2,058,024 2,077,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,680,322 1,772,599

㈱メディカルシステムネットワーク　（4350）　平成26年３月期第２四半期決算短信

－10－



（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

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２四半期連結累計期間において、1,135,902千円増加し、当第

２四半期連結会計期間末において、1,180,951千円となっております。 

 

（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第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） 

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

その他
事業 

計 

売上高    

  外部顧客への売上高 644,139 24,914,662 356,387 132,265 26,047,453 － 26,047,453

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

672,827 2,309 186,805 － 861,941 △861,941 －

計 1,316,966 24,916,971 543,192 132,265 26,909,395 △861,941 26,047,453

セグメント利益 588,498 575,562 66,908 7,055 1,238,024 △514,248 723,776

(注) １．セグメント利益の調整額△514,248千円には、セグメント間取引消去△42,188千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△472,060千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） 

「調剤薬局事業」セグメントにおいて、調剤薬局事業会社４社の全株式を取得し、連結子会

社としたこと等により、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２四半期連結累計期間においては2,879,789千

円であります。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９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

その他
事業 

計 

売上高    

  外部顧客への売上高 689,746 29,212,030 414,175 122,929 30,438,882 － 30,438,882

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

764,226 1,837 208,302 － 974,366 △974,366 －

計 1,453,973 29,213,868 622,478 122,929 31,413,249 △974,366 30,438,882

セグメント利益 
又は損失（△） 

716,513 1,076,059 △6,241 6,032 1,792,364 △585,268 1,207,095

(注) １．セグメント利益の調整額△585,268千円には、セグメント間取引消去△22,667千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△562,601千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２四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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