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(注) 当社は、平成24年６月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割が前連

結会計年度の期首に行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 
  

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31日）

（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２月期第２四半期 11,095 9.0 622 8.0 595 9.0 342 △38.8

25年２月期第２四半期 10,183 5.8 576 △3.6 546 △4.3 558 46.4

(注) 包括利益 26年２月期第２四半期 301百万円(△52.3％) 25年２月期第２四半期 630百万円(92.2％)

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２月期第２四半期 178 61 ―

25年２月期第２四半期 291 73 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 16,622 5,231 31.5

25年２月期 15,624 5,025 32.2

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 5,231百万円 25年２月期 5,025百万円

２．配当の状況

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２月期 ― 0 00 ― 50 00 50 00

26年２月期 ― 0 00

26年２月期(予想) ― 50 00 50 00

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）
(％表示は、対前期増減率)

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 21,390 4.0 1,080 △1.8 1,020 △1.6 550 △30.5 287 04



  

 

 

 
(注) 当社は、平成24年６月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割の影響

を考慮し、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期末自己株式数

及び期中平均株式数を算定しております。 

  

・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。 

  

・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、添付

資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年２月期２Ｑ 2,035,000株 25年２月期 2,035,000株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 118,900株 25年２月期 118,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 1,916,100株 25年２月期２Ｑ 1,916,100株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済対策(アベノミクス)が好感さ

れ、円安・株高が進行し、輸出環境の持ち直し等により景気に緩やかな回復の兆しが見られるものの、

実体経済は依然として厳しく消費増税に対する影響や雇用環境など、先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

 医療界、介護業界におきましては、少子高齢化の進展に伴い高齢者人口が増加するなど、社会構造が

変化していく中で効率経営が求められております。 

 このような環境の下で、当社グループは、医療・介護サービスの潜在的な需要が拡大するものと捉

え、安全性を 優先としつつ事業規模の拡大に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高11,095百万円(前年同期比9.0％増)、営業

利益622百万円(同8.0％増)、経常利益595百万円(同9.0％増)、四半期純利益は342百万円(同38.8％減)

となり有価証券売却益を計上した前期に比べ減益となりました。 
  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 
  
（調剤薬局事業） 

当社グループの調剤薬局店舗数は、１店舗増加し82店舗となりました。また、既存店におきまして

は、処方日数の長期化により処方箋単価が前年を上回り増収となりました。これらにより売上高9,850

百万円(前年同期比7.4％増)、営業利益770百万円(同12.9％増)となりました。 
  
（ヘルスケア事業） 

ヘルスケア事業におきましては、平成25年７月に介護付有料老人ホーム「ハーモニーハウス伊賀上

野」を開業し施設総数は９施設となりました。前期に開業した２施設も寄与し、売上高720百万円(前年

同期比24.9％増)となりました。営業利益は新規開業費用の計上により22百万円(同72.3％減)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使用促進策に沿って市場が拡大する中で、積極的

な営業活動を展開し、売上高488百万円(前年同期比23.4％増)、営業利益42百万円(同0.3％減)となりま

した。(内部売上を含む売上高は703百万円となり、前年同期比で20.8％増加しました。) 
  
（不動産事業） 

不動産事業におきましては、保有する不動産からの安定した賃料収入により、売上高35百万円(前年

同期比5.0％減)、営業利益18百万円(同10.0％減)となりました。 
  
また、投資事業におきまして、株式会社ヘルスケア・キャピタルは有価証券売却益17百万円を計上し

ております。 
  
なお、セグメント間の内部売上高として214百万円を消去するとともに、全社における共通経費とし

て231百万円を計上しております。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は16,622百万円となり、前連結会計年度末と比較して

997百万円増加いたしました。 

 流動資産の合計は7,449百万円となり、前連結会計年度末と比較して238百万円増加いたしました。こ

れは主に、売掛金の増加189百万円によるものです。 

 固定資産の合計は9,173百万円となり、前連結会計年度末と比較して759百万円増加いたしました。こ

れは主に、建物及び構築物の増加312百万円と有形固定資産のその他(建設仮勘定等)の増加226百万円、

投資有価証券の増加125百万円によるものです。 

 負債合計は11,391百万円となり、前連結会計年度末と比較して792百万円増加いたしました。これは

主に、長期借入金(１年内返済予定を含む)の増加401百万円と買掛金の増加191百万円によるものです。

 純資産合計は5,231百万円となり、前連結会計年度末と比較して205百万円増加いたしました。これは

主に、四半期純利益342百万円によるものです。 

１．当四半期決算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２四半期連結累計期間末における現金及び現金同現物(以下、「資金」という。)は3,886百万円

となり、前連結会計年度末と比較して64百万円増加いたしました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、766百万円(前年同期比387百万円の増加)となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益610百万円、仕入債務の増加190百万円、減価償却費176百万円があっ

たものの、売上債権の増加189百万円、法人税等の支払252百万円があったことによるものです。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、1,003百万円(前年同期は1,715百万円の収入)となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出782百万円、投資有価証券の取得による支出212百万円による

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、301百万円(前年同期は555百万円の支出)となりました。これは主

に、長期借入金の純増加401百万円によるものです。 

  

平成26年２月期の業績予想につきましては、平成25年４月５日公表の数値から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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．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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,822,521 3,886,586

売掛金 2,272,437 2,461,518

商品 908,309 890,659

その他 208,319 211,722

貸倒引当金 △1,100 △1,200

流動資産合計 7,210,487 7,449,286

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,614,065 3,926,320

土地 1,815,076 1,834,590

その他（純額） 262,462 489,055

有形固定資産合計 5,691,605 6,249,966

無形固定資産   

のれん 961,954 912,110

その他 177,710 197,903

無形固定資産合計 1,139,664 1,110,014

投資その他の資産   

投資有価証券 526,703 651,736

敷金及び保証金 436,734 503,936

その他 619,775 657,905

投資その他の資産合計 1,583,212 1,813,578

固定資産合計 8,414,482 9,173,559

資産合計 15,624,970 16,622,846

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,848 7,637

買掛金 2,872,475 3,064,409

1年内返済予定の長期借入金 1,865,413 1,983,320

未払法人税等 320,129 329,537

賞与引当金 117,342 135,610

その他 380,433 521,206

流動負債合計 5,564,643 6,041,721

固定負債   

長期借入金 4,477,543 4,760,943

退職給付引当金 334,529 354,928

その他 222,476 234,037

固定負債合計 5,034,548 5,349,909

負債合計 10,599,192 11,391,630
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31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 3,401,478 3,647,923

自己株式 △199,265 △199,265

株主資本合計 4,956,262 5,202,708

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 69,514 28,508

その他の包括利益累計額合計 69,514 28,508

純資産合計 5,025,777 5,231,216

負債純資産合計 15,624,970 16,622,846
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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３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 10,183,805 11,095,429

売上原価 9,024,444 9,882,453

売上総利益 1,159,360 1,212,975

販売費及び一般管理費 583,274 590,675

営業利益 576,086 622,300

営業外収益   

受取利息 481 472

受取配当金 10,073 8,439

助成金収入 2,182 450

業務受託料 1,982 1,949

その他 2,717 3,256

営業外収益合計 17,437 14,567

営業外費用   

支払利息 39,205 34,286

その他 7,770 6,890

営業外費用合計 46,975 41,176

経常利益 546,548 595,690

特別利益   

補助金収入 － 52,221

投資有価証券売却益 451,433 17,268

その他 9,231 －

特別利益合計 460,664 69,489

特別損失   

固定資産売却損 － 729

固定資産除却損 9,601 515

賃貸借契約解約損 431 1,000

固定資産圧縮損 － 52,221

特別損失合計 10,033 54,466

税金等調整前四半期純利益 997,179 610,714

法人税、住民税及び事業税 444,190 283,344

法人税等調整額 △5,999 △14,880

法人税等合計 438,191 268,463

少数株主損益調整前四半期純利益 558,987 342,250

四半期純利益 558,987 342,250
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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３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 558,987 342,250

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 72,009 △41,006

その他の包括利益合計 72,009 △41,006

四半期包括利益 630,996 301,243

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 630,996 301,243
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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３月１日
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日
 至 平成25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 997,179 610,714

減価償却費 155,651 176,208

のれん償却額 48,577 49,844

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,532 18,267

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,995 20,399

受取利息及び受取配当金 △10,555 △8,912

支払利息 39,205 34,286

投資有価証券売却損益（△は益） △451,433 △17,268

固定資産売却損益（△は益） － 729

固定資産除却損 9,601 515

売上債権の増減額（△は増加） △101,671 △189,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,529 17,649

仕入債務の増減額（△は減少） 185,913 190,722

その他 △76,713 139,709

小計 748,753 1,043,784

利息及び配当金の受取額 10,403 8,801

利息の支払額 △37,464 △33,897

法人税等の支払額 △343,350 △252,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,341 766,062

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 △361,330 △782,618

有形固定資産の売却による収入 － 27,254

無形固定資産の取得による支出 △14,490 △30,558

投資有価証券の取得による支出 △557,094 △212,777

投資有価証券の売却による収入 2,747,357 41,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△80,421 －

事業譲受による支出 △35,502 －

長期前払費用の取得による支出 △1,430 △657

差入保証金の差入による支出 △1,715 △76,552

差入保証金の回収による収入 5,020 9,353

預り金の増減額（△は減少） 14,638 △22,223

その他 809 44,339

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,715,840 △1,003,012

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 △600,000 －

長期借入れによる収入 900,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △756,640 △798,693

リース債務の返済による支出 △3,458 △4,487

配当金の支払額 △95,805 △95,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △555,903 301,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,538,277 64,064

現金及び現金同等物の期首残高 2,185,811 3,822,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,724,089 3,886,586
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△251,447千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用254,120千円が含

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一般管理費であります。 

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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成25年３月１日  至  平成25年８月31日) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△231,242千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用236,856千円が含

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一般管理費であります。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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

調剤薬局 
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 9,172,869 577,229 396,321 37,384 10,183,805 ─ 10,183,805

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,435 182 185,994 ― 187,612 △187,612 ─

計 9,174,305 577,411 582,315 37,384 10,371,417 △187,612 10,183,805

セグメント利益 682,187 82,781 42,123 20,441 827,533 △251,447 576,086

(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

調剤薬局 
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 9,850,297 720,675 488,959 35,497 11,095,429 ─ 11,095,429

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― 182 214,522 ─ 214,705 △214,705 ─

計 9,850,297 720,858 703,481 35,497 11,310,135 △214,705 11,095,429

セグメント利益 770,189 22,934 42,013 18,404 853,542 △231,242 622,300

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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