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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

（注）平成21年12月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。詳細については、３ページ「（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2月期第3四半期 13,388 4.2 740 2.9 696 9.4 390 23.3
22年2月期第3四半期 12,851 ― 719 ― 637 ― 317 ―

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2月期第3四半期 20,396.79 ―

22年2月期第3四半期 32,753.46 ―

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2月期第3四半期 12,258 3,580 29.2 187,383.62
22年2月期 10,862 3,307 30.4 171,829.04

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  3,580百万円 22年2月期  3,307百万円

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2月期 ― 0.00 ― 3,500.00 3,500.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

3,000.00 3,000.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 17,800 3.6 900 △7.7 840 △6.0 460 0.6 24,019.95



(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） 

※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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績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条件及び業績予想のご利用にあ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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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2月期3Q 20,350株 22年2月期  20,350株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  1,243株 22年2月期  1,102株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 19,165株 22年2月期3Q  9,680株



  

当社は、平成21年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しました。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の、１株当たり情報は次のとおりであります。 

  

 
  

(ご参考) 株式分割に伴う遡及修正値

１株当たり四半期純利益

円 銭

23年２月期第３四半期 20,396 79

22年２月期第３四半期 16,376 73
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策等の効果により企業業績に改善の兆しが
見られましたが、厳しさを増す雇用情勢に加え、海外経済の減速懸念や急激な円高等により、景気の先
行きは不透明な情勢の中で推移いたしました。 
 このような経営環境の中で当社グループは、コア事業である調剤薬局事業におきましては、安全性を

優先した店舗運営を進めるとともに業容の拡大に向け取り組んでまいりました。医薬品卸事業におき
ましては、ジェネリック医薬品の普及促進が推進されている状況下を好機と捉え、積極的な営業活動を
推進してまいりました。また、ヘルスケア事業におきましては、有料老人ホームを今後の成長エンジン
と位置付けし、今期から３年間で10施設の開設を経営目標として積極的に展開し、安定的な成長に向け
て取り組みを強化してまいりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高13,388百万円(前年同期比4.2%
増)、営業利益740百万円(前年同期比2.9%増)、経常利益696百万円(前年同期比9.4%増)、四半期純利益
390百万円(前年同期比23.3%増)となり、いずれも順調に推移いたしました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（調剤薬局事業） 

調剤薬局事業におきましては、平成22年４月に薬価改定及び調剤報酬改定が実施され、業界全体に影
響をもたらしました。当社では、患者様の満足度の向上を図るとともに、経営の効率化を推進する中で
収益力の向上に取り組んでまいりました。その結果、既存店舗では処方箋応需枚数が増加し、売上高は
前年を上回り、売上高12,400百万円(前年同期比3.9%増)、営業利益941百万円(前年同期比4.0％増)とな
りました。 

（医薬品卸事業） 

医薬品卸事業におきましては、ジェネリック医薬品の普及促進策が進められる中で、売上高488百万
円(前年同期比2.1%増)、営業利益32百万円(前年同期比5.1%減)となりました。(内部売上高を含む売上
高は663百万円となり前年同期比6.2%増加。) 

（ヘルスケア事業） 

ヘルスケア事業におきましては、既存の介護施設３施設に加え、平成22年８月にハーモニーハウス出
雲(島根県)を開設し、現在、平成23年2月にハーモニーハウスいなべ(三重県)、平成23年6月にハーモニ
ーハウス伊賀(三重県)の開設に向けて取り組んでおります。開設に伴う費用を計上したものの、既存の
4施設が順調に推移した結果、売上高442百万円(前年同期比16.5%増)、営業利益46百万円(前年同期比
18.6%減)となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、安定した賃料収入により、売上高56百万円(前年同期比2.3%増)、営業利
益29百万円(前年同期比4.4%増)となりました。 
  
なお、セグメント間の内部売上高として178百万円(前年同期比17.9％増)を消去するとともに、全社

における共通経費とし309百万円(前年同期比1.3%増)を計上しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,258百万円となり、前連結会計年度末と比較し
1,396百万円増加いたしました。  
 流動資産の合計は5,310百万円となり、前連結会計年度末と比較して770百万円増加いたしました。
これは主に、現金及び預金の増加500百万円、及び売掛金の増加149百万円によるものです。  
 固定資産の合計は6,947百万円となり、前連結会計年度末と比較して625百万円増加いたしました。
これは主に有形固定資産の増加290百万円、投資その他の資産の増加380百万円によるものです。  
 負債総額は8,677百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,123百万円増加いたしました。これ
は主に、買掛金の増加247百万円、及び長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加684百万円によるも
のです。  
 純資産は3,580百万円となり、前連結会計年度末と比較して272百万円増加いたしました。これは主
に、四半期純利益390百万円、配当金の支払額67百万円によるものです。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高
は2,391百万円となり、前連結会計年度末と比較して500百万円増加いたしました。 

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金の増加は639百万円(前年同期は710百万円の増加)となりました。主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益731百万円、仕入債務の増加額245百万円であり、主な減少要因は、売
上債権の増加額149百万円、法人税等の支払額468百万円であります。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により使用した資金は693百万円(前年同期は153百万円の支出)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437百万円と、長期未収入金の増加による支出358百万円でありま
す。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による資金の増加は554百万円(前年同期は65百万円の増加)となりました。主な要因は、

長期借入金の純増加額684百万円と配当金の支払額67百万円であります。 

  

業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成22年４月７日に公表しました数値を修正し
ております。詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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、一部実地棚卸を省略し、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しております。 

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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算
定しております。 

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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、原則的な方法によっております。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大幅な経営環境の変化がないこと、また、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないことが認められるので、前連結会計年度末に使用した将来の業績予想
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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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)

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,398,961 1,898,076

売掛金 1,963,083 1,813,474

商品 749,272 700,561

その他 200,943 129,942

貸倒引当金 △2,000 △1,900

流動資産合計 5,310,262 4,540,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,378,871 2,415,676

土地 1,758,342 1,726,479

その他（純額） 438,429 142,785

有形固定資産合計 4,575,643 4,284,942

無形固定資産   

のれん 928,581 988,306

その他 101,978 87,386

無形固定資産合計 1,030,559 1,075,693

投資その他の資産   

投資有価証券 231,908 293,654

敷金及び保証金 484,808 444,761

その他 624,900 222,849

投資その他の資産合計 1,341,618 961,265

固定資産合計 6,947,821 6,321,900

資産合計 12,258,083 10,862,054

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,968 8,357

買掛金 2,472,141 2,224,765

1年内返済予定の長期借入金 1,278,487 1,412,341

未払法人税等 195,072 263,189

賞与引当金 839 95,650

その他 561,959 250,965

流動負債合計 4,515,469 4,255,270

固定負債   

長期借入金 3,744,574 2,926,321

退職給付引当金 262,965 227,237

その他 154,734 145,860

固定負債合計 4,162,275 3,299,418

負債合計 8,677,744 7,554,689
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,000 917,000

資本剰余金 837,050 837,050

利益剰余金 2,036,900 1,713,362

自己株式 △209,633 △179,134

株主資本合計 3,581,316 3,288,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △978 19,087

評価・換算差額等合計 △978 19,087

純資産合計 3,580,338 3,307,365

負債純資産合計 12,258,083 10,862,054
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 12,851,908 13,388,103

売上原価 11,470,218 11,943,707

売上総利益 1,381,689 1,444,395

販売費及び一般管理費 662,392 704,247

営業利益 719,297 740,147

営業外収益   

受取利息 1,386 1,238

受取配当金 915 972

受取保証料 1,585 1,377

助成金収入 － 7,231

不動産賃貸料 1,441 －

その他 1,386 6,017

営業外収益合計 6,714 16,836

営業外費用   

支払利息 60,505 52,769

持分法による投資損失 21,019 －

その他 7,144 7,268

営業外費用合計 88,670 60,037

経常利益 637,341 696,946

特別利益   

固定資産売却益 204 －

投資有価証券売却益 － 31,732

保険解約返戻金 541 －

受取補償金 － 5,238

特別利益合計 745 36,970

特別損失   

固定資産売却損 12,169 －

固定資産除却損 729 1,971

賃貸借契約解約損 5,528 －

投資有価証券評価損 1,059 －

特別損失合計 19,487 1,971

税金等調整前四半期純利益 618,599 731,945

法人税、住民税及び事業税 363,156 403,856

法人税等調整額 △61,638 △62,816

法人税等合計 301,517 341,039

四半期純利益 317,081 390,905

－ 6 －

㈱メディカル一光（3353）平成23年２月期　第３四半期決算短信



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 4,323,385 4,467,959

売上原価 3,862,190 3,947,026

売上総利益 461,195 520,932

販売費及び一般管理費 212,170 238,211

営業利益 249,025 282,721

営業外収益   

受取利息 385 300

受取配当金 111 123

受取保証料 511 441

助成金収入 － 1,934

不動産賃貸料 512 －

その他 418 3,198

営業外収益合計 1,938 5,998

営業外費用   

支払利息 20,178 17,243

持分法による投資損失 5,463 －

その他 1,956 3,916

営業外費用合計 27,597 21,159

経常利益 223,365 267,561

特別利益   

固定資産売却益 204 －

特別利益合計 204 －

特別損失   

固定資産除却損 138 64

投資有価証券評価損 1,059 －

特別損失合計 1,198 64

税金等調整前四半期純利益 222,372 267,496

法人税、住民税及び事業税 153,911 172,954

法人税等調整額 △46,664 △50,674

法人税等合計 107,246 122,279

四半期純利益 115,125 145,217
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 618,599 731,945

減価償却費 163,608 173,322

のれん償却額 59,724 59,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 100

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,672 △94,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,592 35,727

受取利息及び受取配当金 △2,302 △2,211

支払利息 60,505 52,769

持分法による投資損益（△は益） 21,019 －

固定資産売却損益（△は益） 11,965 －

固定資産除却損 729 1,971

投資有価証券売却損益（△は益） － △31,732

投資有価証券評価損益（△は益） 1,059 －

賃貸借契約解約損 5,528 －

売上債権の増減額（△は増加） △161,958 △149,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,398 △48,711

仕入債務の増減額（△は減少） 289,737 245,987

その他 161,219 186,068

小計 1,078,158 1,160,542

利息及び配当金の受取額 1,239 1,233

利息の支払額 △60,239 △53,027

法人税等の支払額 △308,523 △468,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,634 639,920

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △119,200 △437,360

有形固定資産の売却による収入 11,544 －

無形固定資産の取得による支出 － △21,458

投資有価証券の取得による支出 △5,767 △35,908

投資有価証券の売却による収入 － 94,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△10,229 －

長期前払費用の取得による支出 △17,636 △20,087

差入保証金の差入による支出 △10,875 △47,243

差入保証金の回収による収入 9,886 8,118

長期未収入金の増加による支出 － △358,327

預り金の増減額（△は減少） － 131,569

その他 △10,879 △7,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,158 △693,636
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △30,000

長期借入れによる収入 1,200,000 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △1,060,518 △1,215,599

リース債務の返済による支出 － △1,932

自己株式の取得による支出 △30,972 △30,498

自己株式の売却による収入 5,100 －

配当金の支払額 △48,450 △67,368

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,159 554,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 622,634 500,885

現金及び現金同等物の期首残高 1,428,125 1,891,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,050,759 2,391,904
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の事業の内容 

 (1) 調剤薬局事業・・・・・処方箋受付専門の医薬品の販売を行っております。 

 (2) 医薬品卸事業・・・・・医療機関等へ医薬品の販売を行っております。 

 (3) ヘルスケア事業・・・・介護施設の運営、医療施設等の賃貸業務、及び医療・介護に付随する業務を行

っております。 

 (4) 不動産事業・・・・・・一般不動産を所有し賃貸業務を行っております。 

３ 事業区分の変更 

 （前第３四半期連結累計期間） 

  「調剤薬局事業」「医薬品卸事業」「介護事業」「不動産事業」としておりました事業区分を、第１四半期

連結会計期間から「調剤薬局事業」「医薬品卸事業」「ヘルスケア事業」「不動産事業」の４区分といたし

ました。 

  「介護事業」に医療機関への賃貸業務を加えたものを「ヘルスケア事業」、一般不動産の賃貸業務のみを

「不動産事業」とするものです。 

  当社グループは、ビジネスモデルである介護と医療の複合施設の開発を推進しております。平成20年12月に

は㈱ヘルスケア一光が運営する医療モールの隣接地に、３施設目となる有料老人ホームを開設いたしまし

た。介護施設と医療機関は密接な連携が必要であり、当該事業を「ヘルスケア事業」として一元的な収益管

理を行うこととしたための変更であります。 

  なお、当第３四半期連結累計期間において、従来の区分による事業の種類別セグメント情報は次のとおりで

あります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

調剤薬局 
事業 
(千円)

医薬品卸
事業 
(千円)

ヘルスケア
事業 
(千円)

不動産事業
(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

11,938,349 478,837 379,787 54,933 12,851,908 ─ 12,851,908

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,705 146,480 3,074 ─ 151,260 (151,260) ─

計 11,940,055 625,317 382,862 54,933 13,003,168 (151,260) 12,851,908

営業利益 905,141 34,297 57,393 27,894 1,024,726 (305,429) 719,297

調剤薬局 
事業 
(千円)

医薬品卸
事業 
(千円)

ヘルスケア
事業 
(千円)

不動産事業
(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

12,400,589 488,904 442,396 56,213 13,388,103 ─ 13,388,103

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,224 174,884 274 ─ 178,383 (178,383) ─

計 12,403,813 663,789 442,670 56,213 13,566,487 (178,383) 13,388,103

営業利益 941,006 32,562 46,700 29,133 1,049,402 (309,255) 740,147
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   当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の事業の内容 

 (1) 調剤薬局事業・・・・・処方箋受付専門の医薬品の販売を行っております。 

 (2) 医薬品卸事業・・・・・医療機関等へ医薬品の販売を行っております。 

 (3) 介護事業・・・・・・・介護施設、有料老人ホームの運営を行っております。 

 (4) 不動産事業・・・・・・医療施設等の不動産を所有し賃貸業務を行っております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

本邦以外の国又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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

調剤薬局 

事業 

(千円)

医薬品卸 

事業 

(千円)

介護事業 

(千円)

不動産事業

(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
11,938,349 478,837 284,534 150,187 12,851,908 ─ 12,851,908

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
1,705 146,480 274 2,800 151,260 (151,260) ─

計 11,940,055 625,317 284,808 152,987 13,003,168 (151,260) 12,851,908

営業利益 905,141 34,297 24,051 86,955 1,050,445 (331,148) 719,297

（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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