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１.17年11月期の連結業績（平成16年12月１日 ～ 平成17年11月30日）
(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月期
16年11月期

  

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年11月期
16年11月期
(注) ①持分法投資損益 17年11月期 -    百万円 16年11月期 -    百万円

     ②期中平均株式数（連結） 17年11月期    27,898,329株 16年11月期     27,614,171株
     ③会計処理の方法の変更 有

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月期
16年11月期
(注)期末発行済株式数（連結）　　　 17年11月期 28,064,366株 16年11月期    27,546,533 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月期
16年11月期

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
   　連結子会社数　２社   持分法適用非連結子会社数　    - 社   持分法適用関連会社数　    - 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
   　連結（新規）１社　（除外）- 社　　　持分法（新規）- 社　（除外）- 社

２.18年11月期の連結業績予想（平成17年12月１日  ～  平成18年11月30日）
　

百万円 百万円 百万円

中間期
通　期

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 51円67銭

△ 1,669

１株当たり株主資本

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

現金及び現金同等物
期末残高

2,964
1,477

△ 1,630
1,302

総資産 株主資本 株主資本比率

27,507
20,497

5,565
4,145

　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

当期純利益経常利益売上高

12,400
26,200

1,100
2,600

600
1,450

20.2
20.2

197
150

△ 3,069
330
597

73
49

経常利益営業利益

44
5

18
13

25.9

△ 1.0
8.0

3.8
△ 9.0

売上高
経常利益率

総資本
経常利益率

株主資本
当期

純利益率

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

2,508
2,532

18
44
5 11.6

10.3
13.8

10.5
3.3

1,256

32.8
18,295 2,5633.7

2,660

779.1 51
△ 93.9142

田 村
金剛寺

売上高

代 表 者
問合せ先責任者

１株当たり
当期純利益

当期純利益

24,299
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１．企業集団の状況

　当企業集団は、当社と連結子会社２社で構成されております。

　当企業集団が営んでいる主な事業内容と、当企業集団を構成している各会社の当
該事業に係る位置付けの概要は次のとおりです。なお、マルコ製薬株式会社は当連
結会計年度において株式取得により連結範囲に含めております。
　なお、当社は平成17年６月１日に日本医薬品工業株式会社から日医工株式会社に
社名変更しております。

＜医薬品の製造及び販売＞

医薬品事業

小林薬学工業株式会社

連結子会社

日医工株式会社

製品の販売↓ ↑

マルコ製薬株式会社
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２．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

（２）会社の利益配分に関する基本方針

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

（４）目標とする経営指標

（５）中長期的な会社の経営戦略

（６）会社の対処すべき課題

①

②

③

④ 品質確保や市販後安全対策の充実等に対応する安全管理・情報提供のための組織強化

安定供給の責任を果たし、さらなる品質向上と生産効率化を進めるための生産設備の再編・増強
と各種啓発活動の推進

　さらに昨年４月にマルコ製薬株式会社を子会社化、日本ガレン株式会社を吸収合併、12月にはオ
リエンタル薬品工業株式会社を子会社化しましたが、統合の効果は充分とは言えず、今後シナジー
効果としての販売増加と既存各工場との生産品目調整等を図りつつ、子会社における生産性を高め
ることも当面の課題であります。

　当社は次のようなMission Statement を掲げております。
『我々は、我々のジェネリック医薬品が社会（患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業）に必

要とされ、提供し続ける為に自ら存続する努力を行い、ジェネリックメーカーとして業界で卓越す
る。』

さらに当社は「企業認知の徹底」並びに「需要拡大に対応できるインフラ整備」による収益力の
向上と、「財務体質の改善強化」に全力をあげて取り組んでまいります。

　昨年12月に医療制度改革大綱が策定され、「短期的・中期的・長期的」医療制度改革案が組み込
まれました。国民医療費の抑制が大きな課題であるわが国医療業界にあって、ジェネリック医薬品
の使用は着実に拡大し続けるものと思われます。こうした展望の下、当社はMission Statement を
掲げ、次のような経営戦略を展開していく方針です。

ジェネリック医薬品使用促進のための環境整備等の情勢変化、特に国公立病院その他の新市場の
高度のニーズに即応した営業・物流体制と市場シェアー拡大による日医工ブランドの確立

今年４月完成目指して建設中の製剤開発センターでの付加価値を有する新製品（追補品）の開発
とジェネリック・フル規格化対応

　当社は「信頼される医薬品の開発・供給を通して社会に貢献する」ことを企業理念としておりま
す。
　今後も引き続きこの企業理念の下に企業活動を実践し、優れた医薬品の創製と供給を続けること
によって、顧客、株主、社員さらに企業を取り巻く方々に対する責任を果たすとともに、社会に貢
献することができるものと考えております。

　当社は、内部留保の確保に留意して財務体質の改善強化を進めるとともに、株主の皆様への適切
な利益還元を継続することを利益配分の基本方針としております。このため、業績に応じた利益配
分を考慮しながら、内部留保資金については有利子負債の圧縮及び医薬品の開発と安定的供給のた
めの設備投資資金に充当したいと考えております。

　当社は継続的な企業価値の増大に加え、個人投資家層の拡大並びに株式の流動性を高めるため
に、適切な投資単位を維持することが有用な施策であると認識しており、投資単位の見直しを積極
的に適宜実施していくことを基本方針としております。当期末において当社の株式は、「投資単位
50万円以上」の状態になっており、適切な株価水準を維持していくうえにおいても、投資単位の引
下げは喫緊の要務でありますが、その費用及び効果を充分に検討した上で、株主利益の最大化を基
本にして、具体的な施策及びその時期等について決定したいと考えております。

　目標とする経営指標は、①売上高、②営業利益、③経常利益（売上高経常利益率）の３指標であ
ります。第三次中期経営計画において、「市場戦略」、「商品戦略」、「財務戦略」をさらに強力
に推進し、平成19年11月期には売上高300億円、営業利益38億円、経常利益35億円（売上高経常利
益率11.7%）を達成することを目標としております。
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）
① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス

体制の状況
a. 取締役会、経営会議

b.監査役会

c.会計監査

d.内部監査

e.リスク管理体制の整備の状況

f.役員報酬の内容
取締役に支払った報酬 千円
監査役に支払った報酬 千円 （うち社外監査役 4,567千円）

g.監査報酬等の内容
　 当社の会計監査人である中央青山監査法人に対する報酬は以下のとおりであります。

監査契約に基づく監査証明に係る報酬の額 千円
上記以外の報酬の額 千円

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係の概要
当社と社外外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

（８）親会社等に関する事項
該当事項はありません。

　当社は法令遵守の徹底、企業倫理の確立を目指して役員及び管理職層にリスクマネージメント教
育、コンプライアンス教育を実施してきました。
　株主価値を損ねるような事象の発生に対して厳しい監視体制を敷くとともに、発生の兆候を感知
した場合には迅速かつ適切な対応ができる体制を整備していきます。

　当社は、経営の健全性・効率性を追求し、迅速に意思決定することが企業価値を高めるうえで重
要であると認識しており、長期的な観点から株主利益の最大化を図ることが最優先課題であると考
えております。また、内部監査等による管理体制の充実を図るとともに、医薬品企業としての企業
倫理・リスク管理・コンプライアンス、内部統制の確立についても取組みを強化しております。

　当社は、監査役制度を採用しております。　監査役４名のうち２名は社外監査役（弁護士、公認
会計士・税理士）です。監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し当該業務執行の適法性、
妥当性に関する意見の表明をはじめとして、経営全般に対して広く監査しております。
　当期において監査役会を12回開催し、監査方針、業務分担の決定、監査結果等に関する意見の交
換等を行いました。また、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、必要
に応じて意見交換を行っております。さらに、業務監査については、内部監査室と連携して業務監
査を実施しております。

　会計監査については中央青山監査法人に依頼しておりますが、定期的な監査、意見交換のほか、
適宜会計上の課題について確認を行い、適正な会計処理に努めております。
　当期において、監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のと
おりです。
　監査業務を執行した公認会計士　　　　指定社員　業務執行社員　永田　昭夫　山田　順
　会計監査業務に係る補助者の構成　　　公認会計士５名　会計士補９名　その他２名
　なお、業務執行社員の継続監査年数は、永田　昭夫が６年、山田　順が16年となっております。

社長直属の内部監査室２名が、監査役との連携のもとに社内各部および関係会社に対し監査を実
施し、その結果を直接経営者に報告しております。
また、指摘・提案事項に対する改善策の導入状況についてもフォロー・アップし、その効果を確
認・報告しております。

当社の取締役は４名ですが、平成13年12月から導入した当該制度に基づく執行役員が８名おりま
す。社外取締役はおりません。

時代の変化や要求に即応した経営を実行するため、監査役を加えた「取締役会」を月１回以上、
取締役に執行役員と部門長の全員を加えた「経営会議」を原則週１回開催し、経営上の基本的な方
針や戦略について審議・決定し、その重要課題の執行について報告・連絡・相談を求めるととも
に、出席者全員の問題意識の共有化と課題遂行への連帯感の醸成を図ったうえで、経営的に適切な
判断・指示を迅速に下すことで、業務全般において透明性と健全性の向上を図り効率性と機動性を
発揮するよう努めております。

81,066
21,924

20,500
3,000
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３．経営成績及び財政状態
1. 経営成績

(1) 当連結会計年度の概況

① 業績全般の概況

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

② セグメント別業績の概況

　以下のセグメント別売上高は、各セグメント間の内部売上高消去前の売上高を表示しております。

［医薬品事業］

売上高

営業利益

18,204

2,483

前連結会計年度 当連結会計年度

32.8%増

1.0%減

779.1%増

24,299

2,508

1,256

2,660 97 3.8%増

△ 242,532

2,563

6,00318,295

前連結会計年度 当連結会計年度 比較増減

（百万円） （百万円） （百万円）　　（%）

比較増減

1,113142

　当連結会計年度におけるわが国経済は、後半から設備投資、個人消費、住宅投資などを中
心に国内需要のほとんどが安定感を増してきました。原油高や海外経済の減速といった懸念
材料があるものの、今後は景気拡大の実現も期待できる経済情勢で推移いたしました。
　医療用医薬品業界におきましては、昨年10月に厚生労働省より発表された「医療制度構造
改革試案」のなかで、処方せん様式の変更等によるジェネリック医薬品の使用促進が盛り込
まれました。また、本年１月の厚生労働大臣の諮問書（平成18年度診療報酬改定について）
においてもジェネリック医薬品の使用促進についての検討が盛り込まれ、中央社会保険医療
協議会（中医協）にて処方せんの様式例を追加する方向で検討されており、今後、ジェネ
リック医薬品の使用促進のための環境整備が図られればジェネリック医薬品の需要が一層拡
大することが予想されます。このような環境のなかで当社は、マルコ製薬株式会社と平成16
年12月１日に営業統合を実施し、平成17年４月には株式取得により連結子会社化いたしまし
た。さらに同月に日本ガレン株式会社と合併いたしました。これらにより、ＭＲ（医薬情報
担当者）の増員による営業力の大幅な強化（ＭＲ250名体制）に加え販売品目の一層の充実を
図ることができ、また販売流通チャネルにおいても、取引特約店（卸）との関係強化を進め
ており、統合・合併によるシナジー効果を最大限に引き出す活動を展開しております。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高242億99百万円（前連結会計年度比32.8%
増）、営業利益26億60百万円（前連結会計年度比3.8%増）、経常利益25億８百万円（前連結
会計年度比1.0%減）、当期純利益12億56百万円（前連結会計年度比779.1%増）となりまし
た。
　また、新たに平成17年11月14日の弊社取締役会決議で株式会社メディセオ・パルタック
ホールディングス（本社：東京都中央区）が保有する、オリエンタル薬品工業株式会社（本
社：山形県天童市）の株式を、平成17年12月26日を期して譲り受け子会社化することを発表
しております。

　医療用医薬品では、高脂血症治療剤「メバン錠5･10」、気管支拡張剤「ユニコン錠100･
200･400」、アレルギー性疾患治療剤「アレルオフ錠10･20」、持続性ＡＣＥ阻害剤「レニ
ベーゼ錠2.5･5･10」や長期収載品の静脈内注射用・鉄剤「フェジン」などが堅調な売上を示
し、売上高は242億99百万円（前連結会計年度比33.5%増）となりました。
　利益面につきましては、原価低減、諸経費等の使用改善に努めた結果、営業利益は26億60
百万円（前連結会計年度比7.1%増）となりました。

176 7.1%増

（百万円）　　（%）

6,094

（百万円） （百万円）

33.5%増24,299

2,660
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［不動産賃貸業］

売上高

営業利益

(2) 次期の見通し

売上高

経常利益

当期純利益

2. 財政状態
(1) 当期キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の期首残高

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

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

会計年度

-

△3,069 △1,669

-

（百万円）（百万円） （百万円）

597

△0 0 0

（百万円）

　当連結会計年度において主たる事業としての「不動産賃貸業」がなくなったため、該当事項はあ
りません。

増減額

△266現金及び現金同等物の期末残高

△289

1,487

330597

887

前連結会計年度

（百万円）

前連結 当連結

248

-

当連結会計年度

79

26,200 1,900

1,477 2,964

1,302 △1,630

（百万円） （百万円）（%） （百万円） （百万円）（%）

連結 対前期増減 個別 対前期増減

7.8%増 25,200

2,600 91 3.7%増 2,600

△335 △45

2,066 8.9%増

138 5.6%増

会計年度

△2,933

1,400

68 68

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において29億64百万円の収入超過で、前
年同期に比べ収入超過額が14億87百万円増加しております。これは主に税金等調整前当期純利益が
増加したことなどによるものです。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において16億30百万円の支出超過で、前
年同期に比べ支出超過額が29億33百万円増加しております。これは主に有形固定資産の取得による
支出が増加したことなどによるものです。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において16億69百万円の支出超過で、前
年同期に比べ支出超過額が14億円減少しております。これは主に長期借入金の返済による支出が減
少したことなどによるものです。
　合併に伴う現金及び現金同等物は、日本ガレン株式会社との合併に伴い68百万円増加いたしまし
た。
　以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて２億66百万
円減少し、３億30百万円（前連結会計年度比44.7%減）となりました。

223 18.2%増1,450 193 15.4%増 1,450

△289
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(2) 次期キャッシュ・フローの見通し

(3) キャッシュ・フロー指標のトレンド

株主資本比率（％）

時価ベースの株主資本比率（％）

債務償還年数（年）

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍）

（注）1.

株主資本比率 ： 株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率 ： 株式時価総額／総資産

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

2.

3.

4.

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加により、当連結会計年度に比べ収
入超過額が増加することを見込んでおります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少するため、当
連結会計年度に比べ支出超過額が減少することを見込んでおります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度に比べ支出超過額が増加することを
見込んでおります。

3.7

13.8

各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しており
ます。

11月期 11月期 11月期

9.2 13.7 19.9

株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出してお
ります。

平成17年

11月期

20.2

141.0

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

11月期

20.2

43.1 43.1 111.3 112.3

13.9 12.9 7.0 6.6

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべ
ての負債を対象としております。

営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されてい
る「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

2.5 2.8 5.2 5.2
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４．連結財務諸表等
(1)連結財務諸表

①連結貸借対照表

（資産の部）

Ⅰ流動資産

1 現金及び預金 ※２

2 受取手形及び売掛金

3 有価証券

4 たな卸資産

5 繰延税金資産

6 その他

貸倒引当金

流動資産合計

Ⅱ固定資産

1 有形固定資産 ※1,2

(1) 建物及び構築物

(2) 機械装置及び運搬具

(3) 工具器具及び備品

(4) 土地 ※４

(5) 建設仮勘定

2 無形固定資産

(1) 連結調整勘定

(2) その他

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２

(2) 長期貸付金

(3) 繰延税金資産

(4) その他 ※1,2

貸倒引当金

固定資産合計

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

注記
番号

5,524,701 26.9

4,860,799

750,895

64.9

100.027,507,150

41.2

2,398,429

11,339,043

8.7

金額（千円）

1,005,294

7.5

(平成16年11月30日現在）

7,863,434

△325,600

13,294,356

35,786

3,441,485

523,060

前連結会計年度

資産合計

35.1

100.020,497,948

7,203,591

1,542,824

2,687,056

区分
構成比
（％）

増減率
（％）

比較増減

△266,951

21.6

2,154,340

△35,120

1,419,313

△161,071

34.27,009,202

4,135,451 57.4

855,604

106,600

2,873,750

60.2

55.5

当連結会計年度

金額（千円）

10,017,775

666

(平成17年11月30日現在）

構成比
（％）

金額（千円）

738,343

58.816,168,107

△343,360

8,848,879 3,324,17732.2

361,988

△219,000

407,534

709,251

△41,411 △44,330 △32.6

△2,919

569,833

196,062

2,058,099

13,650 1,009,464

1,031,136

78,935

27,735

1,190,556

995,814

3,718,192

648,768

223,798

3,248,655

△8,000

1,604,872

45,808

421,528

342,220

△16,000

895,620

85,481

416,370

153,352

△39,672

5,157

188,867

△ 8,000

2,919

133,146 136,065 0.7

-

91,734 91,734 0.3
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（負債の部）

Ⅰ流動負債

1 支払手形及び買掛金

2 短期借入金 ※２

3 一年内返済予定長期借入金 ※２

4 一年内償還予定社債

5 未払金

6 未払費用

7 未払法人税等

8 預り金

9 返品調整引当金

10 その他

流動負債合計

Ⅱ固定負債

1 長期借入金 ※２

2 繰延税金負債

3 再評価に係る繰延税金負債 ※４

4 退職給付引当金

5 連結調整勘定

6 その他

固定負債合計

（少数株主持分）

　少数株主持分

（資本の部）

Ⅰ資本金 ※５

Ⅱ資本剰余金

Ⅲ利益剰余金

Ⅳ土地再評価差額金 ※４

Ⅴその他有価証券評価差額金

Ⅵ自己株式払込金

Ⅶ自己株式 ※６

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

41.7

176,450-    0.7 176,450 -

51.010,897,171

負債合計 79.8 21,764,97616,352,369 79.1

7,729,597

324,980

28.1

負債、少数株主持分及
び資本合計

金額（千円）
構成比
（％）

4,908,663

区分

3,209,486

注記
番号

46,131

63,525

1,164,128

前連結会計年度 当連結会計年度

5,652,987

1,364,616984,280

(平成16年11月30日現在） (平成17年11月30日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

4,689,982

△98,367

 100.0

   5.3

   0.2

4,867,189

  20.2

1,665    0.0

27,507,150

49,541

1,464,257

  17.7

△826,781

  18.4

-

   0.8 433,200

△423,347

-

5,455,197 26.6

3,775,826

20,497,948 100.0

1,464,257    7.1

△1,154,758  △5.6

1,549    0.0

 △0.5

157,071

53,366

687,908

53.2

489 528,652

762,417

60,649

443,088 634,271

24,500

5,412,607

815

35,600

3,883,187

46,947

947,752

14,035,379

2,274,399

△2,323

7,283

947,752

324,980

3,138,207

528,163

501,629

△25,803

89,296 86,972

1,958,051

3,908,990

-

1,456,422

-

7,009,202 34.2

327,976

1,420,145    34.3

1,091,363

-

33.1

増減率
（％）

11,100

28.8

698,891

金額（千円）

△476,220

744,324

1,480,495

380,336

191,182

比較増減

47,991

資本合計 4,145,578   20.2 5,565,723

△324,980

276,129

1,665

△1.6

   1.6

-

△3.0

- 100,000 100,000
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②連結損益計算書

Ⅰ売上高

Ⅱ売上原価

売上総利益

返品調整引当金繰入差額

差引売上総利益

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※1,2

　営業利益

Ⅳ営業外収益

1 受取利息

2 受取配当金

3 販売権譲渡益

4 共同開発費用分担金

5 債務等振替益

6 連結調整勘定償却額

7 その他

Ⅴ営業外費用

1 支払利息

2 手形売却損

3 たな卸資産廃棄及び評価損

4 事業再編関連費用

5 その他

　経常利益

Ⅵ特別利益

1 固定資産売却益 ※３

2 投資有価証券売却益

3 受取保険金

4 役員退職慰労引当金戻入額

5 貸倒引当金戻入額

Ⅶ特別損失

1 固定資産処分損 ※４

2 投資有価証券評価損

3 ゴルフ会員権評価損

4 役員退職功労加算金

5 営業権償却額

6 その他

税金等調整前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主損失

当期純利益

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

- 45,737 45,737

- 56,096 56,096

220,535

44,780

△100

292,897

- 104,781 104,781

△24,140

△111,631

10.3

700

△2,901,590

1,150

△123,826

4,132

35,736 354,811

233

1.8

4,499

80,517 243,180 1.0

△37,532

0.03.7 △671,310 △99.9

0.8

11,439,113

2,660,295

9,500

11,429,613

8,769,317

2.1

1,256,642

395,129

当連結会計年度

100.0

金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度

百分比
（％）

　　至　平成16年11月30日）

24,299,340

（自　平成16年12月１日（自　平成15年12月１日

区分

6,003,60618,295,734

金額（千円）
百分比
（％）

100.0

注記
番号

29.3

400.0

　　至　平成17年11月30日）

増減率
（％）

32.8

36.112,860,227 52.9 3,413,203

47.1

0.1

2,590,403

7,600

47.0

36.1

10.9

2,485,533

2,582,803 29.2

97,269 3.8

39.6

△31.5

△1.0

2.5

779.1

3,581.0

-

△87.6

15,952

1,113,692

2,060,459

5.2

8.7

344,801

0.1

2,508,346

-

95,529

960

51.6

0.0

36,863

1,150

41,026

-

172

87

700

48.4

14.1

6,283,784

8,846,809

2,563,025

8,848,709 48.4

1,900

34.3

2,997,119

672,270

7,410

57,488

41,423

286,438

123,826

163

135,421

-

142,950

比較増減

57,538 0.3

13.8

7,643

366

385,350

2,532,487

9,447,024

- 15,952

-

100

-

△190,624

-

105,212

2,117,997

292,897

-

- 40,608 40,608

37,532 -

270,000 - △270,000

9

△135,333

1.6 9,778

△65,902

△16,462

△4,559

412,859 - △412,859

3,147,219 1,732 391,309 1,73217.2 1.6

150,000 - △150,000

△2,755,910

723,130 617,918

154,177△85,412 △0.5 877,307 3.6 962,719 -
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③連結剰余金計算書

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高

Ⅱ 資本剰余金増加高

自己株式処分差益

Ⅲ 資本剰余金減少高

Ⅳ 資本剰余金期末残高

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高

Ⅱ 利益剰余金増加高

当期純利益

Ⅲ 利益剰余金減少高

配当金

Ⅳ 利益剰余金期末残高

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

区分
注記
番号

金額（千円）

比較増減

増減率
（％）

前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円）

（自　平成16年12月１日

　至　平成17年11月30日）

（自　平成15年12月１日

金額（千円）

　至　平成16年11月30日）

503 1,549 1,046

46,945 46,945

3,096.7

- - -

1,549 49,541 47,991

3,801,141 3,775,826 △25,315

28.9

168,265

142,950 142,950 1,256,642 1,256,642 1,113,692 1,113,692

3,775,826 4,867,189 1,091,363

165,279 △2,986168,265 165,279 △2,986

1,046 1,046 47,991 47,991
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　④連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ 営業活動による

キャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

減価償却費

連結調整勘定償却額

営業権償却額

貸倒引当金の増減額

退職給付引当金の増減額

返品調整引当金の増減額

役員退職慰労引当金の増減額

受取利息及び受取配当金

支払利息

投資有価証券売却益

投資有価証券評価損

ゴルフ会員権評価損

有形固定資産売却益

売上債権の増減額

たな卸資産の増減額

仕入債務の増減額

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

Ⅱ 投資活動による

キャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

有価証券の売却による収入

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

子会社株式の取得による支出

※３

貸付金の回収による収入

営業譲受による支出

その他

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

-

-

15,360△      15,360△      

554,529△     554,529△     

- 292,897       292,897       

3,312         337△         3,650△       

2,997,119     95,529        2,901,590△   

1,880△       

有形固定資産処分損

注記
番号

46,665        

47,725△      

9,930         

25,000△      

32,440        

13,780        

843,794△     

38,722        

投資活動による
キャッシュ・フロー

1,630,888△   2,933,202△   

57,985△      10,259△      

1,302,314     

-

35,666        

37,251△      

1,183,716△   

営業活動による
キャッシュ・フロー

98,600△      

161,333       

9,500         

12,143△      

220,535       

1,150         

16,300        

215,955△     

1,954,655     

455,135       

1,210,297△   

11,336        

71,774        

173,592       

1,900         

11,542△      

286,438       

100           

729           

比較増減

　至　平成16年11月30日）　至　平成17年11月30日）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

513,829       

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

1,829,117△   

（自　平成15年12月１日

2,117,997     

-

57,538        

623,826△     

128,786       

3,235,354     

12,194        

214,721△     

67,939△      

2,964,888     

114,900△     

12,259△      

7,600         

353           

618,819△     

227,292△     

600△         

65,902△      

2,060,459     

58,693        

70,316        

56,669        

1,487,013     

1,882,881     

343,818       

1,359,673     

215,032△     

1,875,680     

285,037△     

124,608△     

11,840        

3,225         

51,031△      

339,922△     

1,477,875     

25,000        

40,602△      

36,734        

- 623,826       

172△         9△          

104,781△     105,511△     

1,150         

- 100△         

87△          135,333       135,421△     

50,913        137,278       86,364        

163△         

1,596,456     564           1,595,891△   
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Ⅲ 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

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

自己株式の取得による支出

自己株式の売却による収入

配当金の支払額

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ ※４

Ⅷ ※１

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額

- 68,332        68,332        

289,837△     

3,069,992△   

ストックオプションの
権利行使による収入

- 72,705        72,705        

1,669,378△   

93            

335,284△     

597,794       

958,316△     

887,632       

1,076,742     

4,182,000     -

379,131       

118,426       

1,400,614     

7,662,305△   

167,928△     

1,472,436△   

104,200       

602,702△     223,570△     

729           

4,182,000△   

6,189,869     

2,695         

103,470△     

現金及び現金同等物の
期末残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る
換算差額

現金及び現金同等物の
増減額

現金及び現金同等物の
期首残高

330,843       

35△          

597,794       

165,232△     

　至　平成16年11月30日） 　至　平成17年11月30日）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
注記
番号

比較増減

129           

45,446△      

289,837△     

266,951△     
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 1. 連結子会社の数　　　１社 連結子会社の数　　　２社

 連結子会社の名称 連結子会社の名称

 小林薬学工業株式会社 小林薬学工業株式会社

マルコ製薬株式会社

 

 2. 同左

 

 3.

 　　

 4.

 

 (1)

a. 満期保有目的の債券 a. 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法) 同左

b. その他有価証券 b. その他有価証券

1. 時価のあるもの 1. 時価のあるもの

同左

2. 時価のないもの 2. 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左

② デリバティブ ② デリバティブ

時価法 同左

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産

総平均法による原価法 同左

 (2) ① 有形固定資産 ① 有形固定資産

同左

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産

 

当連結会計年度

① 有価証券

連結の範囲に関
する事項

（自　平成16年12月１日

　　至　平成17年11月30日）

① 有価証券

前連結会計年度

（自　平成15年12月１日項目

　前連結会計年度まで連結子会社であっ
た目黒企画株式会社は、平成16年11月11
日をもって清算結了し、当連結会計年度
から連結の範囲から除外しております
が、清算結了までの損益計算書を連結し
ております。

会計処理基準に
関する事項

　　至　平成16年11月30日）

　持分法適用の関連会社　　なし

　連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。

　定額法
　ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しておりま
す。
　また、営業権については発生時に一括
償却しております。

　マルコ製薬株式会社については当連結
会計年度における株式取得に伴い、当連
結会計年度より連結の範囲に含めており
ます。

重要な減価償却
資産の減価償却
の方法

連結子会社の決算日は、連結決算日と一
致しております。
　なお、マルコ製薬株式会社は決算日を
３月31日から11月30日に変更したため、
連結計算書類上、同社の損益は平成17年
４月１日から平成17年11月30日までの
８ヶ月間となっております。

期末日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部資本直入法に
より処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

連結子会社の事
業年度等に関す
る事項

重要な資産の評
価基準及び評価
方法

持分法の適用に
関する事項

　定額法
　ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しておりま
す。

　定率法
　ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）につい
ては定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。
　建物及び構築物　　　３～50年
　機械装置及び運搬具　２～15年
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 (3) ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

同左

② 返品調整引当金 ② 返品調整引当金

同左

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

(4) 同左

(5) 消費税等の会計処理

同左

項目 （自　平成15年12月１日

　至　平成16年11月30日）

前連結会計年度

その他連結財
務諸表作成の
ための基本と
なる重要な事
項

当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

　至　平成17年11月30日）

―

重要なリース
取引の処理方
法

　リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
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によっており
ます。

　当社は、従来、役員の退職慰労
金の支出に備えるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しており
ましたが、平成16年10月に役員退
職慰労金制度を廃止し、これまで
の在任期間に対する退職慰労金を
含め今後退職慰労金を支給しない
ことにいたしました。

重要な引当金
の計上基準

消費税等の会計処理

　税抜方式によって処理して
おります。

　返品による損失に備えるため、
返品実績率により、その売買差益
見込額を計上しております。

　従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。
　なお、会計基準変更時差異
（248,092千円）については、15
年で均等償却し、毎期の営業費用
に計上しております。
　数理計算上の差異については、
各期の発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（８
年）による定率法により翌連結会
計年度から費用処理しておりま
す。

　債権の貸倒れによる損失に備え
るため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。
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5. 同左

6. 同左

7. 同左

8. 同左

会計処理の変更

　　至　平成17年11月30日）　　至　平成16年11月30日）

　前連結会計年度において売上高及び売上原価とし
て計上していた、親会社の不動産賃貸料及び賃貸不
動産費用は、不動産賃貸業を営む連結子会社である
目黒企画株式会社の清算に伴い、同事業がグループ
全体として主たる事業から不動産の有効活用の手段
としての投資の性格が強くなったため、当連結会計
年度より営業外収益及び費用として計上しておりま
す。これに伴い賃貸用建物は有形固定資産から投資
その他の資産に計上することに変更しております。
この結果、従前と比べ売上総利益及び営業利益は
8,808千円少なく計上されております。

―

当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

前連結会計年度

（自　平成15年12月１日

連結キャッ
シュ・フロー
計算書におけ
る資金の範囲

前連結会計年度

連結子会社の
資産及び負債
の評価に関す
る事項

連結調整勘定
の償却に関す
る事項

　連結剰余金計算書は、連結会社
の利益処分等について連結会計年
度中に確定した利益処分等に基づ
いて作成しております。

　５年間で均等償却しておりま
す。

　手許現金及び要求払預金のほ
か、容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリ
スクしか負わない取得日から３ヶ
月以内に満期日の到来する短期的
な投資からなっております。

利益処分項目
等の取扱いに
関する事項

項目 （自　平成15年12月１日

　連結子会社の資産及び負債の評
価方法は、全面時価評価法を採用
しております。

　至　平成16年11月30日）

当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

　至　平成17年11月30日）
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表示方法の変更

追加情報

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損
益計算書上の表示方法）

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形
標準課税部分の損益計算書上の表示についての実
務上の取扱い」（企業会計基準委員会　平成16年
2月13日）が公表されたことに伴い、当連結会計
年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の
付加価値割及び資本割32,631千円を販売費及び一
般管理費として処理しております。

前連結会計年度

（自　平成15年12月１日

　　至　平成16年11月30日）

―

当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

　　至　平成17年11月30日）

　前連結会計年度まで、投資活動によるキャッ
シュ･フローの「その他」に含めて表示していた
「投資有価証券の売却による収入」（前連結会計
年度106千円）及び、財務活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示していた
「自己株式の売却による収入」（前連結会計年度
731千円）は、重要性が増したため、当連結会計
年度より区分掲記しております。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

　　至　平成16年11月30日） 　　至　平成17年11月30日）

(連結キャッシュ・フロー計算書) ―
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

※1.有形固定資産の ※1.有形固定資産の

減価償却累計額 減価償却累計額

(1) (1)

(2) (2)

※ 2.担保に供している資産 ※2.担保に供している資産

建物 建物

機械及び装置 土地

土地 その他有形固定資産

その他有形固定資産 投資その他の資産

定期預金

投資有価証券 定期預金

投資有価証券

3.受取手形割引高 3.受取手形割引高

※4. ※ 4.

再評価の方法 再評価の方法

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日

※5. ※ 5.

※ 6. ※ 6.

　当社の発行済株式総数は、普通株式29,115,190株であり
ます。

　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式
1,050,824株であります。

90,791千円

平成13年11月30日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

△461,798千円

一年内返済予定長期
借入金

2,076,684千円

割引手形

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産
税評価額を固定資産評価基準にしたがって割戻しする
ことによって、地価公示価格相当額を算出しておりま
す。

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

　当社の発行済株式総数は、普通株式29,115,190株であ
ります。

　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式
1,568,657株であります。

△403,594千円

1,233,136千円

短期借入金

合計 5,787,665千円

982,360千円

539,100千円

合計 3,268,560千円

平成13年11月30日

2,442,777千円

35,068千円

1,575,455千円 2,335,713千円

長期借入金

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月
31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資
産税評価額を固定資産評価基準にしたがって割戻し
することによって、地価公示価格相当額を算出して
おります。

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法
律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正
する法律（平成11年３月31日公布法律第24号、平成13年
３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、再評価差額金を資本の部に計上しておりま
す。

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律
第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する
法律（平成11年３月31日公布法律第24号、平成13年３月31
日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当
額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資
本の部に計上しております。

2,025,774千円

　上記の資産は下記の債務の担保に供しております。

417,984千円

　上記の資産は下記の債務の担保に供しております。

7,452,006千円

(賃貸不動産)

56,124千円

170,560千円

合計

255,500千円

前連結会計年度

合計

長期借入金 1,747,100千円

一年内返済予定長期
借入金

短期借入金

5,301,344千円

2,570,238千円

255,500千円

(平成16年11月30日現在)

当連結会計年度

3,160,460千円

13千円

(平成17年11月30日現在)

12,876,450千円

98,932千円

3,527,257千円

223,147千円

有形固定資産

投資その他の資産

(賃貸不動産)

有形固定資産

投資その他の資産

(賃貸不動産)

11,061,987千円

－
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（連結損益計算書関係）

※ 1. 販売費及び一般管理費に含まれている主な費目 ※ 1. 販売費及び一般管理費に含まれている主な費目

※ 2. 一般管理費に含まれている研究開発費 ※ 2. 一般管理費に含まれている研究開発費

※ 3. ※ 3. 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

※ 4. ※ 4. 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 建物及び構築物

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

工具器具及び備品 工具器具及び備品

土地

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 1. ※ 1.

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

2. 2.

マルコ製薬株式会社(平成16年11月30日現在)

流動資産

固定資産

資産合計

流動負債 37,169千円

554,529千円
営業の譲受けに伴
う対価(未払金)

営業譲受けにより増加した資産及び負債の主な
内訳

―

574,451千円

17,247千円

591,699千円

172千円

固定資産売却益の内訳

固定資産処分損の内訳

163千円

当連結会計年度前連結会計年度

（自　平成15年12月１日

販売促進費 販売促進費 2,872,998千円

給料及び手当

　　至　平成16年11月30日）

1,829,707千円

1,462,586千円 給料及び手当 2,069,708千円

（自　平成16年12月１日

　　至　平成17年11月30日）

貸倒引当金繰入額

3,751千円

研究開発費 1,018,898千円

126,678千円退職給付費用

研究開発費

退職給付費用

921,756千円

127,484千円

貸倒引当金繰入額 899千円

921,756千円 1,018,898千円

16,300千円

（自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

333,894千円 90,695千円

前連結会計年度 当連結会計年度

216千円 1,082千円

11,813千円

2,651,195千円

　　至　平成16年11月30日） 　　至　平成17年11月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係

1,005,294千円 738,343千円

597,794千円 330,843千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△407,500千円
預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△407,500千円
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※ 3.

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

連結調整勘定

少数株主持分

※ 4.

流動資産

固定資産

資産合計

流動負債

負債合計

マルコ製薬株式会社現金
及び現金同等物

△12,739千円

差引き：マルコ製薬株式
会社取得のための支出

15,360千円

△2,189,943千円

△1,055,791千円

△188,998千円

マルコ製薬株式会社株式
の取得価額

28,100千円

　株式の取得により新たにマルコ製薬株式会社を
連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の
内訳並びにマルコ製薬株式会社株式の取得価額と
マルコ製薬株式会社取得のための支出（純額）と
の関係は次のとおりであります。

2,159,231千円

3,073,729千円

△1,770,126千円

前連結会計年度 当連結会計年度

　株式の取得により新たに連結子会社となった会
社の資産及び負債の主な内訳

―

（自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

　　至　平成16年11月30日） 　　至　平成17年11月30日）

― 　合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳

　当連結会計年度に合併した日本ガレン株式会社
より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のと
おりであります。また、合併により増加した資本
金及び資本剰余金はありません。

618,081千円

385,630千円

2,420千円

620,502千円

385,630千円
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(2)セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度　（自平成15年12月１日　至平成16年11月30日）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)

営業費用

営業利益

Ⅱ

各事業区分に属する主要な製品・商品等

　医療用医薬品、一般用医薬品など

　ビル等の賃貸

当連結会計年度　（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度　　　（自平成15年12月１日　至平成16年11月30日）

当連結会計年度　　　（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

在外子会社等がないため、いずれも所在地別セグメント情報は記載しておりません。

３．海外売上高

前連結会計年度　　　（自平成15年12月１日　至平成16年11月30日）

当連結会計年度　　　（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

20,497,948

資産、減価償却費及び資本
的支出

△157,510 18,295,734

15,720,813 169,404 15,890,218 △157,510 15,732,708

計

356,874

- 455,135

資産 20,406,697 91,251

減価償却費 432,975 22,160 455,135

主要な製品・商品等

資本的支出 356,874 - 356,874 -

2,563,025

(注)1. 事業区分については、製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮して「医薬品事業」及び
「不動産賃貸業」としております。

2.

2,483,979 79,046 2,563,025 -

- 20,497,948

18,204,792 248,451 18,453,244

△157,510 -

18,204,792 90,941 18,295,734 - 18,295,734

セグメント間の内部
売上高又は振替高 - 157,510 157,510

連結
（千円）

医薬品
事  業
（千円）

不動産
賃貸業
（千円）

計（千円）
消去又は
全   社
（千円）

　当連結会計年度において主たる事業としての「不動産賃貸業」がなくなったため、該当事項はあり
ません。

医薬品事業

不動産賃貸業

事業区分
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(3)リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内（千円）

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

2. オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内（千円）

654,116

674,222 1,298,597

（平成17年11月30日）

420,394

当連結会計年度

2,366,067 1,123,726 1,242,340

支払リース料（千円）

支払利息相当額（千円） 20,401 42,195

減価償却費相当額（千円） 212,042 367,867

当連結会計年度

前連結会計年度

（平成16年11月30日）

205,972

878,203

前連結会計年度

（自　平成15年12月１日

　　至　平成16年11月30日）

385,629 134,919

取得価額
相当額
（千円）

403,406

250,709

当連結会計年度

（自　平成16年12月１日

　　至　平成17年11月30日）

820,956

期末残高
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

取得価額
相当額
（千円）

1,768,076 947,120

295,220597,990

区分

740,827

減価償却
累計額
相当額
（千円）

302,770

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置

その他(有形固定資産)

337,421

区分

合計（千円） 1,126,456 472,340

（平成17年11月30日）

468,250

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を支払利息相当額とし、各期への配分
方法については利息法によっております。

１年超（千円）

区分

合計（千円）

230,168 406,760

前連結会計年度

（平成16年11月30日）

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成16年11月30日） （平成17年11月30日）

合計（千円） 6,027 4,551

1,476 1,476

１年超（千円） 4,551 3,075
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(4)関連当事者との取引
前連結会計年度　（自平成15年12月１日　至平成16年11月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度　（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

該当事項はありません。
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(5)税効果会計
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金

退職給付引当金損金算入限度超過額

貸倒引当金損金算入限度超過額

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

再評価に係る繰延税金資産

土地再評価差額金

評価性引当額

再評価に係る繰延税金資産合計

再評価に係る繰延税金負債

土地再評価差額金

評価性引当額

再評価に係る繰延税金負債合計

繰延税金負債

資本連結に伴う評価差額

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産（負債）の純額

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目

住民税均等割等

評価性引当額の増減

税率変更による期末繰延税金資産の修正

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

- 千円 △324,980千円

△104,834千円

前連結会計年度 当連結会計年度

- 千円 △455,891千円

△24,570千円

△104,834千円

△348,694千円

39,740千円 △324,980千円

△39,740千円 - 千円

41.7%               

(平成16年11月30日) (平成17年11月30日)

620,323千円

2,287,735千円

1,271,611千円

△1,182,739千円

1,104,996千円

1,166,777千円

　法定実効税率と税効果
会計適用後の法人税等の
負担率との間の差異が法
定実効税率の100分の５以
下であるため注記を省略
しております。

(平成17年11月30日)(平成16年11月30日)

379,479千円

818,249千円

768,677千円

364,572千円39,740千円

- 千円- 千円

△39,740千円

△148.4%

22.4%               

55.4%               

△301.9%

18.0%               

15.8%               

△804,586千円

前連結会計年度 当連結会計年度

△364,572千円

394,110千円

543,880千円

130,927千円 80,484千円

1,448,398千円

△176,786千円
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(6)有価証券関係

（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

① 株式

② 債券

③ その他   

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

① 株式

② その他   

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３．時価評価されていない有価証券

① 満期保有目的の債券

非上場債券

② その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後における償還予定額

① 債券

社債

その他

② その他

小計

小計

区分 取得原価（千円）

32,775

436,126

-

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

403,081 664,074 260,993

35,120 2,344

270 270 0

699,465 263,338

43,540 42,107 △1,432

- -

43,540 42,107 △1,432

479,667 741,572 261,905

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

合計

          187,714

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

          135,848                 -

6,994               

182,840             

合計 189,834             

区分 １年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)
５年超10年以内

(千円)
10年超(千円)

666 3,664 2,664 -

35,000 - - -

-

有価証券

合計 35,666 3,664 2,664

- - - -

- 25 -



（当連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

① 株式

② 債券

③ その他   

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

① 株式

② その他   

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３．時価評価されていない有価証券

① 満期保有目的の債券

非上場債券

② その他有価証券

非上場株式

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後における償還予定額

① 債券

社債

その他

② その他

５年超10年以内
(千円)

10年超(千円)

666

-

1,998

-

- -

区分

合計

１年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)

666

3,664

-

3,664

- -

1,998

-

-

-

合計

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

6,328                

183,890              

190,218              

取得原価（千円）

729,189

△23

-

売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

                87                  -

1,415,320

有価証券

729,189

-

0

1,404,781

-

270

差額（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
区分

小計

合計

675,592

-

270

675,862

10,291

-

10,291

            38,488

△23

729,165

小計

売却額（千円）

1,405,052

686,154

10,268

-

10,268
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(7)デリバティブ取引

1. 取引の状況に関する事項

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説明

2. 取引の時価等に関する事項

(注) (注)

前連結会計年度 当連結会計年度

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算
定しております。

時価の算定方法 同左

1,200,000 1,200,000 1,118 △ 24,4411,200,000 1,200,000 2,728 △ 22,831

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成16年12月１日（自　平成15年12月１日

　　至　平成16年11月30日）

① 取引の内容

　　至　平成17年11月30日）

(千円)

前連結会計年度(平成16年11月30日) 当連結会計年度(平成17年11月30日)

(千円)

評価損益

同左

(千円)

のうち１

年超

評価損益

(千円) 年超 (千円) (千円)

契約額等 のうち１ 時価

市場取
引以外
の取引

(千円)
金利オプショ
ン取引

キャップ取
引買建

区分 種類 契約額等

(千円)

契約額等

時価

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金利
キャップ取引を行っております。

② 取引に対する取組方針及び利用目的

　デリバティブ取引は、金利関連で将来の金利上昇が
支払利息に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で
金利キャップ取引を利用しております。

③ 取引に係るリスクの内容

契約額等

　利用している金利キャップ取引は、市場金利変動の
リスクを有しております。
　なお、契約先は、信用度の高い取引金融機関である
ため、信用リスクはほとんどないと認識しておりま
す。

④ 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権
限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務
部門が役員会の承認を得て行っております。

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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(8)退職給付

1.採用している退職給付制度の概要

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 千円 千円

(2) 年金資産 千円 千円

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) 千円 千円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 千円 千円

(5) 未認識数理計算上の差異 千円 千円

(6) 未認識過去勤務債務 千円 千円

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)+(6) 千円 千円

(8) 前払年金費用 千円 千円

(9) 退職給付引当金(7)-(8) 千円 千円

（注）

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 千円 千円

(2) 利息費用 千円 千円

(3) 期待運用収益 千円 千円

(4） 会計基準変更時差異の費用処理額 千円 千円

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 千円 千円

(6) 過去勤務債務の費用処理額 千円 千円

(7) 退職給付費用 千円 千円

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2) 割引率 2.0% 同左

(3) 期待運用収益率 2.0% 同左

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 8年 同左

(5) 数理計算上の差異の処理年数 8年 同左

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左

　当社は、確定給付型の制
度として、適格退職年金制
度及び退職一時金制度を採
用しています。当社の連結
子会社である小林薬学工業
株式会社は、退職一時金制
度を採用しております。当
社の連結子会社であるマル
コ製薬株式会社は適格退職
年金制度、退職一時金制度
及び複数事業主制度(総合
設立型厚生年金基金)を採
用しております。なお、当
該厚生年金基金の年金資産
残高のうち連結子会社の掛
金拠出割合に基づく年金資
産残高は、724,118千円で
あります。

△2,846,498

268,812

-

16,539

70,438

　発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年
数による定率法により、翌
連結会計年度から費用処理
しております。

16,539

99,708

-

261,648

連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しております。

516,542

-

△1,958,051

-

△1,958,051

△2,329,955

165,395

206,508

当連結会計年度

(自 平成15年12月１日

　至 平成16年11月30日)

(自 平成16年12月１日

　至 平成17年11月30日)

前連結会計年度

281,753

△1,920,111

項目

　当社は、確定給付型の制
度として、適格退職年金制
度及び退職一時金制度を採
用しています。連結子会社
は、退職一時金制度を採用
しております。

△2,212,250

△5,078

108,440

42,038

143,989

43,687

△5,842

△1,456,422

292,139

181,934

-

-

△1,456,422
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(9)１株当たり情報

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

潜在株式調整後 潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

(注)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円)

普通株主に帰属しない金額

 (千円)

普通株式に係る当期純利益

 (千円)

期中平均株式数(株)

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

（うち、新株予約権） ) )

（重要な後発事象）

オリエンタル薬品工業株式会社の株式取得（子会社化）について

① 趣旨及び目的

② 株式取得の概要

商号 オリエンタル薬品工業株式会社

所在地 山形県天童市大字高擶字薬師原南1452番地３

事業内容 医薬品、食品添加物等の製造・販売

資本金 90百万円

発行済株式数 1,800,000株

決算期 ３月31日

取得する株式数 1,206,000株

取得価額 402,000,000円

取得後の持分比率

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

　　至　平成16年11月30日） 　　至　平成17年11月30日）

(自　平成15年12月１日 （自　平成16年12月１日

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下
のとおりであります。

150.49円

5.18円

5.13円

197.73円

44.51円

44.18円

前連結会計年度 当連結会計年度

-                    

1,256,642            

　至　平成16年11月30日) 　　至　平成17年11月30日）

142,950              

-                    

142,950              

27,614,171           

15,000               

67.00%

1,241,642            

27,898,329           

( 224,594 ( 208,135

224,594

-                    

208,135

　当社は、中期経営計画に基づく営業戦略として、平成18年４月に予定されている医療制
度改革に対応するため、特約店ルートの強化および病院向けラインアップの充実に取組ん
で参りました。その一環として、当社製品の整備拡充と併せ、生産拠点の拡大効率化と特
約店における営業展開に一層力を注ぐことを目的として、平成17年11月14日開催の当社取
締役会において、オリエンタル薬品工業株式会社の株式取得の決議を行い、同日にオリエ
ンタル薬品工業株式会社の発行済株式総数の98.2%を所有する株式会社メディセオ・パル
タックホールディングスと株式譲渡契約を締結し、平成17年12月26日付けで実行いたしま
した。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

(注)１．金額は、販売価格に換算しております。

　　２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

当連結会計年度における商品仕入実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

(注)１．金額は、実際仕入額によっております。

　　２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

当企業集団では、主に販売計画に基づいた生産計画により生産しております。

一部の子会社で受注生産を行っていますが、受注残高の金額に重要性はありません。

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

(注)上記の金額に消費税等は含まれておりません。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

一般用医薬品他 327,520 +30.0

合計 5,088,095 +111.6

+26.5

△24.4

+22.9

4,760,575 +121.2

医療用医薬品

一般用医薬品他

合計

金額（千円）

19,683,716

891,447

20,575,164

医療用医薬品 +35.4

一般用医薬品他 1,059,823 +1.4

前年同期比（％）区分

合計 24,299,340 +33.5

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

医療用医薬品

23,239,517
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