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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22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,921,118 2,307,205

受取手形及び売掛金 1,941,658 1,612,431

商品及び製品 6,639,732 11,547,671

仕掛品 104,124 62,694

原材料及び貯蔵品 543,138 597,260

繰延税金資産 326,591 886,124

未収消費税等 21,751 3,448

その他 486,185 702,445

貸倒引当金 △51 △4,005

流動資産合計 12,984,249 17,715,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  690,354 ※1  711,478

機械装置及び運搬具（純額） ※1  72,309 ※1  107,790

工具、器具及び備品（純額） ※1  2,113,811 ※1  2,309,179

土地 2,155,217 2,156,771

その他 41,306 61,841

有形固定資産合計 5,073,000 5,347,061

無形固定資産 139,606 164,426

投資その他の資産   

投資有価証券 8,455 11,211

繰延税金資産 1,696,742 147,006

その他 75,463 74,388

貸倒引当金 △2,379 △2,643

投資その他の資産合計 1,778,282 229,962

固定資産合計 6,990,889 5,741,450

資産合計 19,975,138 23,456,725

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 157,498 221,804

短期借入金 6,601,136 5,407,912

未払法人税等 232,429 25,871

賞与引当金 102,330 －

未払費用 141,259 343,112

リース債務 － 1,952,026

未払金 148,468 113,973

その他 364,223 56,306

流動負債合計 7,747,347 8,121,005

固定負債   

長期借入金 130,000 675,000

退職給付引当金 460,383 471,301

長期未払金 3,960 3,960

長期預り金 － 1,500

固定負債合計 594,343 1,151,761

負債合計 8,341,690 9,272,766
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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２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,001,929 3,001,929

資本剰余金 2,587,029 2,587,029

利益剰余金 5,960,927 8,487,429

自己株式 △26,019 △25,939

株主資本合計 11,523,865 14,050,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,678 3,312

為替換算調整勘定 107,904 130,198

評価・換算差額等合計 109,582 133,511

純資産合計 11,633,448 14,183,958

負債純資産合計 19,975,138 23,456,725

─ 13 ─



(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20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 7,903,379 7,351,495

売上原価 ※  3,065,132 ※  2,648,797

売上総利益 4,838,246 4,702,698

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 112,388 92,775

販売促進費 151,376 144,639

広告宣伝費 33,672 19,875

給料及び手当 1,511,676 1,438,148

退職給付費用 △10,433 2,858

法定福利費 151,357 151,223

福利厚生費 71,348 70,880

旅費及び交通費 124,431 110,946

減価償却費 959,061 651,579

租税公課 43,286 44,347

研究開発費 118,460 102,750

その他 1,212,558 1,108,930

販売費及び一般管理費合計 4,479,184 3,938,957

営業利益 359,062 763,741

営業外収益   

受取利息 522 544

受取配当金 388 254

業務受託料 － 5,256

法人税等還付加算金 7,766 －

その他 23,774 8,519

営業外収益合計 32,451 14,574

営業外費用   

支払利息 182,901 105,470

手形売却損 11,057 5,999

為替差損 53,769 162,706

シンジケートローン手数料 － 62,369

その他 26,219 2,812

営業外費用合計 273,948 339,358

経常利益 117,565 438,957

─ 14 ─



(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 828 3,998

薬事権承継譲渡益 22,816 200,000

特別利益合計 23,644 203,998

特別損失   

固定資産売却損 1,280 827

固定資産除却損 60,584 73,393

たな卸資産評価損 － 3,740,000

資本業務提携関連費用 99,916 －

特別損失合計 161,781 3,814,221

税金等調整前四半期純損失（△） △20,570 △3,171,266

法人税、住民税及び事業税 20,690 234,765

法人税等調整額 130,355 △1,011,841

法人税等合計 151,045 △777,076

四半期純損失（△） △171,616 △2,394,189

─ 15 ─



























  

平成21年４月11日

株式会社日本エム・ディ・エム 

取   締   役   会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日本エム・ディ・エムの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成20年12月１日から平成21年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年６月１日

から平成21年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本エム・ディ・エム及び連結子

会社の平成21年２月28日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

優成監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  加  藤  善  孝   印 

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  狐  塚  利  光   印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  

平成22年４月12日

株式会社日本エム・ディ・エム 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日本エム・ディ・エムの平成21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年６月１

日から平成22年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本エム・ディ・エム及び連結子

会社の平成22年２月28日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

優成監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  加  藤  善  孝   印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  狐  塚  利  光   印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年４月13日 

【会社名】 株式会社日本エム・ディ・エム 

【英訳名】 Japan Medical Dynamic Marketing，INC. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川 正男 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷台町12番２号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長 大川正男は、当社の第38期第３四半期(自平成21年12月１日 至平成22年２月28

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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