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１．平成18年 3月期の連結業績（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 54,986 11.4 1,630 23.4 1,603 33.9

17年 3月期 49,348 0.5 1,321 △18.4 1,197 △22.5

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年 3月期 951 54.4 151 50 149 52 11.1 5.9 2.9

17年 3月期 616 115.4 101 58 99 82 8.1 4.4 2.4

（注）①持分法投資損益 18年 3月期 △18百万円 17年 3月期 31百万円

②期中平均株式数（連結） 18年 3月期 6,169,429株 17年 3月期 6,067,992株

③会計処理の方法の変更 無

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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 3月期 27,582 9,134 33.1 1,471 73

17年 3月期 26,445 8,069 30.5 1,324 36

（注）期末発行済株式数（連結） 18年 3月期 6,194,957株 17年 3月期 6,093,457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。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 1,271 △284 △1,337 2,294

17年 3月期 2,842 △1,083 △2,051 2,644

(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 8社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年 3月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 28,847 173 47

通　期 62,233 1,656 857

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　138円34銭

　　

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ております。実際の業績は、今後様々

な要因により予想数値と異なる可能性があります。



１．企業集団の状況

　当社および当社の関係会社（連結子会社８社、持分法適用関連会社２社）の主たる事業は、医療機

関を対象とした経営サポート業であり、医業経営において「経営効率化」と「医療サービス向上」の

両立を図るための総合的な医業経営マネージメントに対する社会的ニーズに応えるべく、「よい医療

は、よい経営から」をコンセプトに医業経営全般に亘るトータルサポートを行っております。

　

　事業の系統図は、以下のとおりであります。

コンサルティング活動

業務面での効率化

ソリューションの提供

総合メディカル㈱

財務面での効率化

人材面での効率化

総 合 的 経 営
マネージメント

薬局関連事業

レンタル関連事業

リース・割賦関連事業

その他の事業

 総合メディカル・
 ファーマシー中部㈱※1

医
療
機
関

ホ
テ
ル

「
「

「

経
営
効
率
化
ニ
｜
ズ医
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機
関

医
療
サ
｜
ビ
ス
向
上
ニ
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テレビのレンタル総合メディアサプライ㈱  ※1

医療施設の
企画・設計・施工

㈱ソム・テック　　　※1

人材紹介、人材派遣総合メディプロ㈱ 　　※1

人材紹介、人材派遣
治験サポート、教育研修

㈱メッドライン　　　※2

病院内の売店経営総合ヘルスケアサービス㈱※1

医療機関の
経営支援サービス

㈱エス・エム・イー  ※1

治験業務の支援総合ＳＭＯ㈱　　　　※1

㈱ＭＩＣメディカル ※2,4
医療機器・医薬品の
臨床開発支援

疾病予防管理の受託㈱メディクオール　　※1

㈱アワーズ 　　　　※3

医療福祉機器販売
医療機関等の紹介

調剤薬局
店舗の
企画・設
計・施工

社員採用業務受託・再就職支援

　（注）※１．連結子会社

※２．持分法適用関連会社

※３．持分法非適用関連会社

※４．医療産業㈱は、平成18年2月1日付けをもって㈱ＭＩＣメディカルへ商号変更いたしました。
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２．経営方針（連結）

(1）経営の基本方針

　当社は、創業以来、「医療機関の社会的使命を支え、よりよい社会づくりに貢献する」ことを理念

として事業を展開してまいりました。医療機関の社会的使命は、患者の視点に立った良質の医療を提

供することであります。当社は、「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、医療機関の良き

パートナーとしてよい医療の実現を支援していくことを役割としております。

　当社は、経営理念である社是・社訓と行動規準である「わたしたちの誓い」をすべての役員・従業

員が確実に実践していくことを経営の基本方針としております。この積み重ねにより、当社は、より

よい社会づくりに貢献し、社会から評価される企業、存在意義のある企業になることを目指しており

ます。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、効率的な経営による収益性の向上と企業体質の強化に努め、収益状況等を勘案しながら安

定した配当を継続することにより、株主への利益還元に努めることを基本方針とし、連結での配当性

向として15％～20％を目指します。

(3）中長期的な経営戦略

Ａ．最終目的

　国民が効率的に、質の高い医療を受けることができる医療システム構築に寄与する。

Ｂ．長期ビジョン（2011年３月期まで）

・地域社会が効率的で安全・安心できる医療提供体制の構築を支援します。

・勤務医・開業医・医療機関それぞれの志をつなぎ、思いを実現する総合企業へ。

Ｃ．中期経営計画（2008年３月期まで）

　当社グループは、2005年から３年間にわたる中期経営計画 Value Up 2008（チャレンジ3030）に

より、ＤtoＤを進化させ、「感動・安心・信頼」をキーワードに新たなる企業価値の創造し、2008

年３月までの３年以内に次の３年先がみえる会社にします。そして2011年３月期には、「ＤtoＤに

よるオンリーワンからすべての事業においてナンバーワン」を目指します。

(a）基本方針

　中期経営計画を達成するための重点課題として、お客様第一主義の視点にたち、潜在的なニー

ズを的確に捉えながら、外部環境の変化に柔軟に対応し、先見性の高いサービスを提供すること

を目標とします。

　財務面では、現在、薬局関連事業とレンタル関連事業に偏っているビジネスポートフォリオを

早期に見直し、将来にわたって強い経営体質、財務体質にするためビジネスのバランスを図って

いきます。そのためにも、既存ビジネスに内在している課題を解決し、収益基盤をより強固なも

のとします。

　運営面では、引き続き経営の透明性向上に努めるとともに、ＣＳＲ（企業の社会的責任）に対

応した体制の整備強化を図ります。また、人材育成のための具体的プログラムとして、役割ミッ

ションを明確にし、個人の成長がみえる新人事制度をスタートします。

　事業戦略においては、基本戦略であるコンサルティング機能を駆使したＤtoＤ戦略を着実に推

進し、医師や医療機関との強い信頼関係をつくり、医療機関の医療連携支援システムを構築して、

複合取引の拡大へつなげます。

　事業別課題は以下のとおりです。

・薬局関連事業では、出店基準の見直しと不採算店舗の閉店を含む改善策を早期に実施し、外部

環境に左右されにくい財務体質に変更します。

・レンタル関連事業では、オペレーションコストの見直しとセールスプロセスの抜本的な改善を

行うとともに、将来に向けて双方向通信媒体としての付加価値を創造します。
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・リース・割賦関連事業は、ファイナンス事業として位置付け、アセットマネジメント、リスク

マネジメントなどの既存商品と融合させるとともに、医療機関の財務上の課題を解決・改善す

るストラクチャードファイナンスを柱に提案型の商品を開発します。

・コンサルティング事業では、従来からのサクシードメンバーズ（会員制度）の付加価値を高め

顧客満足度をさらに引き上げるとともに、当社のコアビジネスである医師紹介・継承開業支援

や医療連携と関連づけ、医療機関の経営改善をコンサルティングすることにより、複合取引の

推進を行います。また、クリニックモールなどの新たな医療空間の創造を推進します。

(b）経営戦略

・ＤtoＤの推進（登録数の拡大、品質の維持・向上、採算性の向上、パートナーシップの拡大）

・経営体質の強化（経営指標の明確化、財務体質の強化）

・経営資源の効率的運用（事業戦略の具体化、エリア戦略の明確化、人材育成）

・経営、執行責任の明確化（担当役員制導入、執行役員の役割ミッションの明確化）

ＤtoＤ推進

・ＤtoＤコンシェルジュ（勤務医のための開業・転職支援サイト）の強化、医療に特化したウェブサイ

ト会社やアライアンス先との連携強化

・業務プロセスの改善、登録者へのセールスプロモーションの強化

・収益性、生産性の向上（ＤtoＤと複合ビジネスのシナジー効果の極大化）

・品質維持・効率性向上（人材育成プログラムの推進）

薬局関連事業 レンタル関連事業 リース・割賦関連事業 その他の事業

・大型店の確保

・モール併設タイプ出店

・質の向上とドミナント

展開

・店舗基盤とした付加価

値商品の提供

・収益構造の改善

・外部環境への早期対応

・付加価値商品導入

・開業（継承）支援案件

の確保

・開発型案件（モー

ル）、ユニット診療設

備など提案型商品の拡

大

・コンサルティング事業

の高収益化

・開業支援強化に伴う設

計・施工拡大

・その他新規事業の既存

ビジネスとの連携強化

管理体制の強化

・ＣＳＲ（企業の社会的責任）への体制の整備、強化

・情報セキュリティの強化

・新人事制度導入と評価制度の見直し

・人材教育プログラムの導入検討

・従業員満足度アップのための各種施策検討

(c）中期の業績目標（連結）

2006年３月期 2007年３月期 2008年３月期

経常利益 1,603百万円 1,656百万円 19億円以上

(d）中期の経営指標の目標（連結）

　企業価値の向上と財務体質の強化を図り、経営指標として株主資本利益率（ＲＯＥ）を設定し、

2008年３月期までに株主資本利益率（ＲＯＥ）10％以上を目指します。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

　当期（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績は、調剤薬局の出店による増収効

果で、売上高は54,986百万円と前期に比べ5,638百万円（11.4％）増収となりました。利益面でも薬

局に加え、ＤtoＤ（医業継承・医療連携・医師転職支援システム）が拡大し、営業利益は1,630百万

円と前期に比べ308百万円（23.4％）、経常利益は1,603百万円と前期に比べ405百万（33.9％）増益

になりました。当期純利益は、固定資産の減損損失569百万円を特別損失に計上しましたが、道府県

民税・市町村民税の均等割に係る法人税等還付税額214百万円もあり、951百万円と前期に比べ335百

万円（54.4％）増益となりました。

　次に、事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。

①　薬局関連事業

　当期に調剤薬局を21店舗出店、５店舗閉鎖しました。この結果、当期末の調剤薬局直営店は221

店舗となりました。

　以上の結果、前期に出店した店舗（25店舗）の通年寄与など出店による増収効果が大きく、売上

高は34,841百万円と前期に比べ4,455百万円（14.7％）増収となり、営業利益も3,252百万円と前期

に比べ505百万円（18.4％）増益となりました。

②　レンタル関連事業

　レンタルにつきましては、シェアアップに努め、当期末のテレビの総設置台数は前期末に比べ５

千台純増し、病院の取引先数も40件純増しました。

　レンタルに係る売上は、6,905百万円（前期比3.5％増）となり、定額レンタルは、前期に積極的

推進抑制という方針転換を行い、当期はさらに抑制させ売上高は93百万円（前期比86.7％減）とな

りました。

　以上の結果、売上高は6,999百万円と前期に比べ381百万円（5.2％）減収となり、さらに原価率

の悪化で営業利益は234百万円と前期に比べ283百万円（54.7％）減益となりました。

③　リース・割賦関連事業

　リース・割賦に係る契約高は、ＤtoＤからの開業案件や提案型案件もあり、9,359百万円（前期

比10.5％増）となりました。期中に獲得した契約は、資金回収の効率化を図るため、原則として契

約上の対象物件を売却しており（物件売却額は「商品売上」として計上）、当期の商品売上は7,869

百万円（前期比9.6％増）となりました。

一方、自社保有の契約債権残高は減少し、リースに係る売上高は、物販売上1,070百万円を計上し

たため1,948百万円（前期比23.2％増）となりましたが、割賦販売の売上高は363百万円（前期比

36.0％減）となりました。

　以上の結果、売上高は10,181百万円と前期に比べ848百万円（9.1％）増収となりましたが、営業

損失は、商品売上の拡大による利益の増加で、リースと割賦販売による利益の減少を吸収できず

357百万円（前期は営業損失349百万円）となりました。

④　その他の事業

　ＤtoＤについては、当社が運営する勤務医向け専用サイト「ＤtoＤコンシェルジュ」の拡充と医

療専門サイトの運営会社との連携などを行い、勤務医の登録数増加を図りました。この結果、当期

末の登録数は、勤務医4,018人（前期末比1,283人増）、開業医1,135件（同93件増）、病院等4,955

件（同103件増）となり、病院等からの医師求人数は12,743人（同260人増）となりました。また、

ＤtoＤの実績件数は、医師の転職支援が前期に比べ1.3倍の286件、開業支援が1.6倍の187件に増加

しました。

　収益面では、コンサルティングの売上高が、ＤｔｏＤによる医師の人材紹介手数料、開業支援コ

ンサルティングの増加などで887百万円（前期比1.6％増）となり、医療施設の設計・施工に係る売

上高も、開業案件の売上が増え1,423百万円（前期比59.9％増）となりました。また、病院内売店

の売上高は、464百万円（前期比10.8％増）となりました。

　以上の結果、売上高は2,964百万円と前期に比べ716百万円（31.9％）増収となり、営業利益は

116百万円（前期比391.4％増）となりました。
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(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当期末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。）は2,294百万円と前期

末に比べ350百万円（13.2％）減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における営業活動による資金の増加は、1,271百万円（前期比55.3％減）となりました。これ

は主として、税金等調整前当期純利益が1,479百万円、減価償却費が1,169百万円となり、法人税等の

支払いにより資金が816百万円減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における投資活動による資金の減少は、284百万円（前期比73.7％減）となりました。これは

主として、調剤薬局の新規出店に伴う店舗用建物等の社用資産の取得による支出745百万円と投資有

価証券の売却による収入615百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における財務活動による資金の減少は1,337百万円（前期比34.8％減）となりました。これは

主として、短期借入金の純増加額1,630百万円、長期借入れによる収入700百万円、長期借入金の約定

返済による支出3,600百万円によるものであります。

(3）通期の見通し

平成19年３月期の連結業績予想は、下表のとおりです。

なお、事業の種類別セグメントの売上高は、薬局関連事業が出店による増収効果で40,012百万円（前

期比14.8％増）、レンタル関連事業が6,767百万円（前期比3.3％減）、リース・割賦関連事業が、

ＤtoＤによる開業案件や提案型案件の取り組みにより10,847百万円（前期比6.5％増）、その他の事

業が、ＤtoＤのさらなる拡大により、医師の人材紹介手数料、開業支援コンサルティングの増加など

で、4,606百万円（前期比55.4％増）を見込んでおります。

収益面では、薬価改定の影響はあるが、ＤtoＤの増加により経常利益は1,656百万円（前期比3.3％

増）、当期純利益は前期の法人税等の還付214百万円がないため857百万円（前期比9.9％減）を見込

んでおります。

 
平成18年３月期

（百万円）

平成19年３月期

（百万円）
増減率（％）

 売上高 54,986 62,233 13.1

 経常利益 1,603 1,656 3.3

 当期純利益 951 857 △9.9
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(4）事業等のリスク

　決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において

判断したものであります。

①　薬局関連事業について

Ａ．医薬分業と調剤薬局事業の関係について

　患者の診断・治療は医療機関の医師が、薬の調剤は調剤薬局の薬剤師が行うことで、医療機関

と調剤薬局がそれぞれの専門分野で業務を分担し、患者により安全で良質な薬物療法を提供する

医療上の制度を医薬分業と言います。医薬分業率の上昇は、新規出店等の店舗展開に影響があり、

今後、医薬分業が進展しない場合や、医薬分業が進展する事を前提とした計画通りの出店ができ

ない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｂ．調剤薬局事業の法規制について

　当社グループの調剤事業を行うに当たり、各都道府県知事に「薬局開設許可」および「保険薬

局指定」を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされていま

す。万一、法令違反等により、当該店舗の営業停止または取消を受けることとなった場合には、

薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｃ．薬価基準の改正、調剤報酬改定について

　薬局関連事業の調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っています。薬

剤に係る収入は、薬価基準として厚生労働大臣の告示によってその公定価格が定められており、

調剤技術に係る収入も、厚生労働大臣の告示によって調剤報酬点数表により定められております。

今後、薬価基準の改正、調剤報酬改定が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更になった場

合、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｄ．調剤過誤について

　当社グループは、研修等を通じ薬剤師の調剤技術や薬剤知識の向上に取組み、調剤過誤の防止

のために複数チェック体制により調剤を行っております。また、万一に備え全店舗において薬剤

師賠償責任保険に加入しております。しかし、重大な調剤過誤が発生した場合には、社会的信用

の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

Ｅ．消費税等の影響について

　調剤売上は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入とな

るため、当社グループが医薬品等の仕入先に対し支払った消費税等は、消費税等として調剤売上

原価の経費に計上しております。過去の消費税の導入および消費税率改定時には、消費税率の上

昇分が薬価改定幅に考慮され、また当社も仕入先との価格交渉に際しては、消費税率の上昇分を

考慮して交渉を進めてきました。しかし今後、消費税率が改定され、その影響が薬価あるいは仕

入価格に反映されない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｆ．薬剤師の確保と出店計画

　調剤薬局事業は、薬事法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務づけられ

ており、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。当社

グループはすべての店舗において薬事法による薬剤師の配置の基準を満たしております。また、

当社グループは、新規出店計画に基づき薬剤師の採用計画を作成の上、採用活動を行い、定期採

用を基本としながらこれを通期採用で補完していくことで、薬剤師の十分な確保ができており、

新規出店計画に支障を来したことはありません。しかし、今後、薬剤師を十分に確保できない場

合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。一方で、出店計画が遅れること

により、薬剤師の採用が先行し、一時的に薬剤師に余剰が生じる（先行人件費として費用負担増

になる）場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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②　レンタル関連事業について

Ａ．レンタルについて

　当社のレンタル関連事業におけるレンタル取引は、レンタル設置契約に基づきテレビ等を医療

機関に設置し、利用者（患者）が使用料を負担しテレビ等を利用できるシステムであります。当

該レンタル取引に係る売上高（レンタル料収入）は、テレビの設置台数およびテレビ１台当たり

のレンタル料収入により変動いたします。現状ではテレビの設置台数に影響を及ぼす病床（ベッ

ド）数が横這い状態にあります。こうしたなか、当社は、営業地域でテレビが未設置の病床もあ

るために、差別化商品の開発等も行いシェア向上を図っております。また、１台当たりのレンタ

ル料収入は、ベッドの稼働率、患者の視聴時間の変動による影響を受けます。

Ｂ．商品売上について

　当社のレンタル関連事業における商品売上取引については、当社が医療機関との間で定額レン

タル契約した物件を他のリース会社に売却するものであります（詳細は、５ 生産、受注および

販売の状況　Ｂ．レンタル関連事業　(a）商品売上の状況に記載のとおりです）。定額レンタル

契約は、大別して、新規契約の場合と既存のレンタル設置契約満了に伴う定額レンタル契約への

変更の場合（契約変更）があります。契約変更の場合は、これまでレンタル設置契約の期間に

亘って計上していた売上・収益を、物件売却時に一括して計上（定額レンタル契約期間に亘る売

上・収益を一括計上）することになります。なお、定額レンタル契約は、平成15年３月期中から

開始しましたが、受注状況等を考慮し、平成16年４月よりその積極的推進を抑制しております。

Ｃ．技術の進歩等への対応

　技術の進歩により、テレビの種類もこれまでの主流であったブラウン管テレビから、液晶ディ

スプレイ、プラズマディスプレイなどのテレビが新たに誕生しています。また放送も、アナログ

方式からデジタル方式への切り替えが進んでおります。地上デジタルテレビ放送の実施が段階的

に進められており、平成23年７月には地上デジタルテレビ放送に完全移行し、現在の地上アナロ

グテレビ放送の終了が予定されています。このような技術の進歩等に対応することになった場合、

商品開発等で新たなビジネスチャンスの拡大に繋がる可能性もありますが、既存設備の陳腐化と

追加投資によりレンタル関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｄ．消費税等の影響について

　今後、消費税率が改定され、それが利用者（患者）に対するレンタルテレビの使用料に反映で

きない場合、またはコスト削減によりこれを吸収できない場合には、レンタル関連事業の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

Ｅ．レンタル物件のオンバランス化

　当社がレンタルしているテレビなどのレンタル物件は、基本的にリース契約により調達し、所

有権移転外ファイナンス・リースとしてオフバランス処理をしています。会計面では、国際会計

基準との整合性を図るため、現在の日本のリース会計基準において容認されている借手側での所

有権移転外ファイナンス・リースのオフバランス処理を廃止して、所有権移転ファイナンス・

リースと同様、売買取引に準じた処理（リース資産・リース負債のオンバランス化）のみとする

リース会計基準見直しが検討されています。当該見直しが行われた場合、現在オフバランスと

なっている当該レンタル資産がオンバランスとなり、財政状態に大きな変動を及ぼします。
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③　リース・割賦関連事業について

Ａ．金利の動向について

　リース・割賦関連事業の事業環境は、超低金利政策の下での同業他社とのリース料率競争が激

しくなっております。リース・割賦関連の成約高、採算（利鞘）は金利の動向に影響を受ける傾

向があります。

Ｂ．商品売上について

　当社は、資金回収の効率化を図るため、近年、原則として期中に獲得した契約上の対象物件を

すべて売却し、商品売上として計上しております。当社の商品売上取引は、当社がユーザーとの

間でリース契約（または割賦販売契約）した物件を他のリース会社に売却するものであります

（詳細は、５ 生産、受注および販売の状況　Ｃ．リース・割賦関連事業　(a）商品売上の状況

　イ．売上の品目別内訳　脚注２に記載のとおりです）。商品売上が拡大した場合、未経過リー

ス契約債権と割賦債権が減少し、リース料収入、割賦売上は減少します。

Ｃ．リース税制について

　リースを利用する税務上のメリットは、支払リース料が基本的に経費（税務上の損金）として

処理できることです。一方、会計面では、国際会計基準との整合性を図るため、現在の日本の

リース会計基準において容認されている借手側での所有権移転外ファイナンス・リースのオフバ

ランス処理を廃止して、所有権移転ファイナンス・リースと同様、売買取引に準じた処理（リー

ス資産・リース負債のオンバランス化）のみとするリース会計基準見直しが検討されています。

リース取引に係る会計基準の改訂や税制改正が行われた場合、リース・割賦関連事業の業績に影

響を及ぼす可能性があります。

④　ＤtoＤの推進について

　当社の医業継承・医療連携・医師転職支援システムであるＤtoＤ（Ｄoctor to Ｄoctor）は、開

業・転職を希望の勤務医、継承者を探している開業医、優良な医師と医療連携先を確保したい医療

機関の三者間を総合的に支援していく課題解決システムです。ＤtoＤに係る収益としては、医師転

職支援に基づく紹介手数料、継承開業支援に基づくコンサルティング手数料、継承物件の仲介手数

料、継承施設のリフォームなど直接的な効果だけでなく、ＤtoＤにより支援した先との複合取引に

よるシナジー効果を得ることで、営業面での生産性向上、収益性向上を図るものです。ＤtoＤは平

成13年10月から開始し、ＤtoＤシステムへの勤務医、開業医、医療機関の登録数拡大に伴い、Ｄto

Ｄの実績も着実に増加しています。当社は基本的戦略であるＤtoＤ戦略をさらに推進・強化し、複

合取引を拡大させる予定ですが、今後ＤtoＤを推進するに当たり、ＤtoＤが計画どおりに進展しな

い場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑤　個人情報の保護について

　当社グループの各事業においては、個人情報保護法に定められた個人情報を取扱っております。

当社グループは個人情報の漏洩防止に努めていますが、万一、個人情報が漏洩した場合には、社会

的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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４．連結財務諸表等

(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  2,644   2,294   

２　受取手形及び売掛金  6,511   8,001   

３　割賦債権  783   618   

４　たな卸資産  2,224   2,596   

５　繰延税金資産  895   777   

６　その他  1,810   1,468   

７　貸倒引当金  △23   △24   

流動資産合計   14,846 56.1  15,732 57.0

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  1,259   1,208   

２　レンタル資産  267   311   

賃貸資産合計   1,526   1,520  

(イ）社用資産        

１　建物及び構築物  3,408   3,442   

２　土地  1,702   1,641   

３　その他  215   395   

社用資産合計   5,326   5,478  

有形固定資産合計   6,853 26.0  6,998 25.4

(2）無形固定資産        

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  69   108   

２　レンタル資産  23   26   

賃貸資産合計   92   134  

(イ）社用資産        

１　営業権  289   136   

２　連結調整勘定  340   170   

３　その他  50   55   

社用資産合計   680   362  

無形固定資産合計   772 2.9  497 1.8

(3）投資その他の資産        

１　投資有価証券 ※２ 2,179   2,570   

２　長期貸付金  112   15   

３　繰延税金資産  51   61   

４　敷金及び保証金  1,330   1,387   

５　その他  302   324   

６　貸倒引当金  △2   △5   

投資その他の資産合計   3,972 15.0  4,354 15.8

固定資産合計   11,598 43.9  11,850 43.0

資産合計   26,445 100.0  27,582 100.0
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金  6,845   8,415   

２　短期借入金  1,010   2,640   

３　一年以内返済予定の
    長期借入金

 3,530   1,447   

４　未払法人税等  413   393   

５　割賦未実現利益  71   54   

６　未払費用  2,166   1,676   

７　その他  868   869   

流動負債合計   14,905 56.3  15,496 56.2

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金  3,092   2,275   

２　役員退職慰労引当金  158   172   

３　退職給付引当金  56   －   

４　その他  114   484   

固定負債合計   3,421 13.0  2,931 10.6

負債合計   18,327 69.3  18,428 66.8

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   47 0.2  20 0.1

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  2,524 9.5  2,559 9.3

Ⅱ　資本剰余金   2,666 10.1  2,701 9.8

Ⅲ　利益剰余金   3,932 14.9  4,745 17.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   462 1.7  642 2.3

Ⅴ　自己株式 ※５  △1,515 △5.7  △1,515 △5.5

資本合計   8,069 30.5  9,134 33.1

負債、少数株主持分
及び資本合計

  26,445 100.0  27,582 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   49,348 100.0  54,986 100.0

Ⅱ　売上原価   41,979 85.1  46,929 85.3

売上総利益   7,368 14.9  8,057 14.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  6,046 12.2  6,426 11.7

営業利益   1,321 2.7  1,630 3.0

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  14   2   

２　受取配当金  19   22   

３　持分法による投資利益  31   －   

４　生命保険配当金  15   17   

５　受取賃貸料  16   26   

６　その他  54 153 0.3 95 164 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  101   75   

２　固定資産売却損  22   4   

３　固定資産除却損  23   22   

４　持分法による投資損失  －   18   

５　敷金及び保証金解約損  72   9   

６　棚卸資産評価損  －   34   

７　その他  56 277 0.6 26 191 0.4

経常利益   1,197 2.4  1,603 2.9

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  －   428   

２　退職給付引当金取崩益  － － － 16 445 0.8

Ⅶ　特別損失        

１　減損損失 ※２ － － － 569 569 1.0

税金等調整前当期純利益   1,197 2.4  1,479 2.7

法人税、住民税及び事業税  767   783   

法人税等還付税額  －   214   

法人税等調整額  △167 600 1.2 △14 554 1.0

少数株主損失   19 0.0  27 0.0

当期純利益   616 1.2  951 1.7
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,646  2,666

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株予約権行使による　
新株発行

 19  35  

２　自己株式処分差益  － 19 0 35

Ⅲ　資本剰余金減少高      

１　自己株式処分差損  0 0 － －

Ⅳ　資本剰余金期末残高   2,666  2,701

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,361  3,932

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  616 616 951 951

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  45 45 137 137

Ⅳ　利益剰余金期末残高   3,932  4,745
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益  1,197 1,479

２　減価償却費  1,484 1,169

３　連結調整勘定償却額  170 170

４　減損損失  － 569

５　引当金の増減額（減少：△）  △60 △37

６　受取利息及び受取配当金  △34 △25

７　資金原価及び支払利息  115 82

８　売上債権の増減額（増加：△）  2,038 △1,490

９　割賦債権の純増減額（増加：△）  319 147

10　たな卸資産の増減額（増加：△）  163 △457

11　賃貸資産の購入額  △646 △746

12　賃貸資産の売却等  58 33

13　仕入債務の増減額（減少：△）  △593 1,569

14　その他の資産及び負債の増減額  △197 △277

15　その他  185 △263

小計  4,201 1,924

16　利息及び配当金の受取額  34 24

17　利息の支払額  △110 △75

18　法人税等の支払額  △1,283 △816

19　法人税等の還付額  － 214

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,842 1,271
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前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　社用資産の取得による支出  △1,193 △745

２　社用資産の売却による収入  － 155

３　投資有価証券の取得による支出  △115 △313

４　投資有価証券の売却による収入  － 615

５　貸付けによる支出  △53 －

６　貸付金の回収による収入  351 161

７　その他  △73 △158

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,083 △284

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増減額（減少：△）  100 1,630

２　長期借入れによる収入  1,490 700

３　長期借入金の返済による支出  △3,625 △3,600

４　株式の発行による収入  38 70

５　少数株主からの株式払込みによる収入  19 －

６　配当金の支払額  △45 △137

７　自己株式の取得による支出  △28 △0

８　その他  0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,051 △1,337

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △291 △350

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,936 2,644

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,644 2,294
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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

項目
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　８社

株式会社ソム・テック

総合ヘルスケアサービス株式会社

総合メディカル・ファーマシー中部株式

会社

総合メディアサプライ株式会社

総合メディプロ株式会社

株式会社エス・エム・イー

総合ＳＭＯ株式会社

株式会社メディクオール

株式会社エス・エム・イーについては、新

たに出資設立（当社出資比率100％）した

ことから、当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。

連結子会社の数　８社

株式会社ソム・テック

総合ヘルスケアサービス株式会社

総合メディカル・ファーマシー中部株式

会社

総合メディアサプライ株式会社

総合メディプロ株式会社

株式会社エス・エム・イー

総合ＳＭＯ株式会社

株式会社メディクオール

 

２　持分法の適用に関する事項 関連会社はすべて持分法を適用しておりま

す。

持分法適用の関連会社数　２社

株式会社メッドライン

医療産業株式会社

Ａ 持分法適用の関連会社数　２社

株式会社メッドライン

株式会社ＭＩＣメディカル

医療産業株式会社は、平成18年２月１

日付けをもって株式会社ＭＩＣメディ

カルへ商号変更しました。

Ｂ 持分法を適用していない関連会社（株

式会社アワーズ）は、当期純損益（持

分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は

一致しております。

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

Ａ　有価証券

(a）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）であります。

Ａ　有価証券

(a）満期保有目的の債券

同左

(b）その他有価証券

時価のあるもの

決算日前１か月の市場価格等の平均

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しておりま

す。）であります。

(b）その他有価証券

時価のあるもの

同左
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項目
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

時価のないもの

移動平均法による原価法であります。

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

同左

 

Ｂ　たな卸資産

主として先入先出法による原価法であ

ります。

Ｂ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

Ａ　賃貸資産

(a）リース資産

リース期間を償却年数とし、リース

期間満了時に見込まれるリース資産

の処分価額を残存価額として、当該

期間内に定額償却する方法でありま

す。

Ａ　賃貸資産

(a）リース資産

同左

(b）レンタル資産

定率法であります。

(b）レンタル資産

同左

Ｂ　社用資産

有形固定資産については定率法、無形

固定資産については定額法であります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　10～47年

営業権　　　　　　　　５年

Ｂ　社用資産

同左

 

　　

 

(3）重要な引当金の計上基準 Ａ　貸倒引当金

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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

Ａ　貸倒引当金

同左

Ｂ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

Ｂ　役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

Ｃ　退職給付引当金

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お

よび年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

Ｃ　退職給付引当金

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お

よび年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

（追加情報）

当社および連結子会社は、平成18年４

月１日をもって適格退職年金制度の全

部について確定拠出年金制度へ移行す

ることに伴い、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用しておりま

す。

本移行に伴う影響額は、特別利益に退

職給付引当金取崩益として16百万円計

上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると

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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 Ａ　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。

Ａ　ヘッジ会計の方法

同左

Ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

(a）ヘッジ手段

金利スワップ取引

Ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

(a）ヘッジ手段

同左

(b）ヘッジ対象

借入金

(b）ヘッジ対象

同左

Ｃ　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。

Ｃ　ヘッジ方針

同左

Ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

しており、その判定をもって有効性の

判定に代えております。

Ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

Ａ　リース取引のリース料収入の計上方法

リース期間に基づくリース契約上の収

受すべき月当たりのリース料を基準と

して、その経過期間に対応するリース

料を計上しております。

Ａ　リース取引のリース料収入の計上方法

同左
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項目
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

Ｂ　割賦販売取引の割賦売上高および割賦

原価の計上方法

割賦販売取引は商品の引き渡し時に、

その契約高の全額を割賦債権に計上し、

支払期日到来の都度、割賦売上高およ

びそれに対応する割賦原価を計上して

おります。なお、支払期日未到来の割

賦債権に対応する未経過利益は割賦未

実現利益として、繰延処理しておりま

す。

Ｂ　割賦販売取引の割賦売上高および割賦

原価の計上方法

同左

Ｃ　金融費用の計上方法

金融費用は、売上高に対応する金融費

用とその他の金融費用を区分計上する

こととしております。

その配分方法は、総資産を営業取引に

基づく資産とその他の資産に区分し、

その資産残高を基準として営業資産に

対応する金融費用は資金原価として売

上原価に、その他の資産に対応する金

融費用を営業外費用に計上しておりま

す。

なお、資金原価は、営業資産に係る金

融費用からこれに対応する預金の受取

利息等を控除して計上しております。

Ｃ　金融費用の計上方法

同左

Ｄ　消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。なお、控除

対象外消費税等については、当期の負

担すべき期間費用として処理しており

ます。ただし、固定資産に係る控除対

象外消費税等については、投資その他

の資産の「その他」に計上し、５年間

で均等償却を行っております。

Ｄ　消費税等の会計処理の方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、５年間で均等償却してお

ります。

同左

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

または損失処理について連結会計年度中に

確定した利益処分または損失処理に基づい

て作成しております。

同左

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金および容易に換金

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ヵ月

以内に満期日または償還日の到来する短期

投資からなっております。

同左

－ 18 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

──────────

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　前連結会計年度により、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は569百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

（退職給付に係る会計基準）

当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）および

「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16日）

を適用しております。これによる損益に与える影響ありま

せん。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示していた敷金及び保証金（前連結会計年度

1,230百万円）は、資産の総額の100分の５を超えたため当

連結会計年度から区分掲記しております。

　前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示していた投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの、前連結会計年度41百万円）は「証券

取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より適

用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」（会

計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改正さ

れたことに伴い、当連結会計年度から投資有価証券として

表示する方法に変更いたしました。

　なお、当連結会計年度の投資有価証券に含まれる当該出

資の額は151百万円であります。

 

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示していた「法人税等還付税額」（前連結

会計年度０百万円）は、金額的重要性が高まったことから

当連結会計年度より区分掲記しております。

　

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(1) 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「法人税等の支払額」に含めて表示していた

「法人税等の還付額」（前連結会計年度０百万円）は、

金額的重要性が高まったことから当連結会計年度より

区分掲記しております。

(2) 前連結会計年度において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「社用資産

の売却による収入」（前連結会計年度77百万円）は、

金額的重要性が高まったことから当連結会計年度より

区分掲記しております。

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示していた敷金及び保証金解約損（前連結会計年度０

百万円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため

当連結会計年度から区分掲記しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

賃貸資産の減価償却累計額 10,603百万円

社用資産の減価償却累計額 1,523百万円

賃貸資産の減価償却累計額 8,983百万円

社用資産の減価償却累計額 1,808百万円

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 264百万円 投資有価証券（株式） 245百万円

　３　偶発債務

金融機関等からの借入に対する保証債務

　３　偶発債務

金融機関等からの借入に対する保証債務

医療法人美和会他　12名 659百万円

当社従業員　　　　４名 2百万円

計 662百万円

医療法人美和会他　12名 546百万円

当社従業員　　　　２名 1百万円

計 547百万円

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式6,788千株であ

ります。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式6,889千株であ

ります。

※５　当連結会計年度末に保有する自己株式の数は、普通

株式694千株であります。

※５　当連結会計年度末に保有する自己株式の数は、普通

株式694千株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 6百万円

給料手当 2,146百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

退職給付引当金繰入額 63百万円

減価償却費 382百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円

給料手当 2,199百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

退職給付引当金繰入額 76百万円

減価償却費 380百万円

※２　　　　　　　　─────── ※２　当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位を基礎として資産のグルーピン

グを行っており、薬局関連事業においては薬局店舗

ごとに、レンタル関連事業においてはレンタル契約

先ごとにグルーピングしております。

 当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスであり、今後も黒字化の見通し

が立たなくなった薬局店舗６店（関東・甲信越４店、

九州２店）について帳簿価額を回収可能価額まで減

額した額と、稼働率の低下により収益性が著しく低

下しているレンタル用テレビシステム(ファイナン

ス・リース資産)に関し、レンタル契約先120件（関

東・甲信越32件、東北12件ほか）について、未経過

リース料の現在価値が回収可能価額を超える額を減

損損失（569百万円）として特別損失に計上してお

ります。

 固定資産の種類毎の減損損失の内訳は、建物及び構

築物44百万円、土地５百万円、リース資産517百万

円、その他1百万円となっております。

 なお、薬局店舗の資産に係る回収可能価額は、資産

の重要性を勘案し主として路線価、固定資産税評価

額等をもとにした正味売却価額により測定しており

ます。またレンタル用テレビシステム(ファイナン

ス・リース資産)に係る回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを

4.1％で割引いて算定しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

※１　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　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

現金及び預金勘定 2,644百万円

現金及び現金同等物 2,644百万円

現金及び預金勘定 2,294百万円

現金及び現金同等物 2,294百万円
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①　リース取引関係

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引

１　借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額および期末残高相当額

１　借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額

相当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

期末残高

相当額

（百万円）

レンタル資産 18,084 7,740 10,343

器具及び備品 1,205 677 528

ソフトウェア 489 178 311

合計 19,779 8,596 11,183

 
取得価額

相当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失累

計額相当額 

（百万円） 

期末残高

相当額

（百万円）

レンタル資産 20,632 9,411 506 10,714

器具及び備品 1,119 571 7 540

ソフトウェア 609 241 3 365

合計 22,361 10,223 517 11,619

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等
　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,633百万円
１年超 7,828百万円

合計 11,461百万円

１年以内 3,862百万円
１年超 8,636百万円

合計 12,498百万円
　リース資産減損勘定の残高　　 　　　514百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相
当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 3,740百万円
減価償却費相当額 3,653百万円
支払利息相当額 227百万円

支払リース料 4,305百万円
リース資産減損勘定の取崩額 3百万円
減価償却費相当額 4,173百万円
支払利息相当額 250百万円
減損損失 517百万円

(4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法
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。

(4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
同左

利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。

利息相当額の算定方法
同左

２　貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末
残高

２　貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末
残高

 
取得価額

（百万円）

減価償却

累計額

（百万円）

期末残高

（百万円）

情報関連機器

・事務用機器
1,005 863 141

医療機器 7,301 6,411 889

その他 884 586 297

合計 9,191 7,862 1,328

 
取得価額

（百万円）

減価償却

累計額

（百万円）

期末残高

（百万円）

情報関連機器

・事務用機器
855 627 227

医療機器 6,274 5,544 730

その他 901 541 359

合計 8,030 6,714 1,316

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額
１年以内 544百万円
１年超 767百万円

合計 1,312百万円

１年以内 397百万円
１年超 933百万円

合計 1,330百万円

(3）受取リース料、減価償却費および受取利息相当額 (3）受取リース料、減価償却費および受取利息相当額
受取リース料 1,197百万円
減価償却費 929百万円
受取利息相当額 88百万円

受取リース料 834百万円
減価償却費 613百万円
受取利息相当額 82百万円

(4）利息相当額の算定方法
利息相当額の各期への配分方法については、利息法
によっております。

(4）利息相当額の算定方法
同左
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②　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（平成17年３月31日現在）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 851 1,628 776

小計 851 1,628 776

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 13 13 －

小計 13 13 －

合計 865 1,641 776

２　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日現在）

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 120

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 151

合計 272
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 714 1,793 1,078

小計 714 1,793 1,078

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 714 1,793 1,078

２　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在）

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 420

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 111

合計 531
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③　デリバティブ取引関係

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１　取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

のみです。

１　取引の内容

同左

２　取引に対する取組方針

金利スワップ取引は、借入金に係る金利変動リスクを

軽減する目的に限定しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

２　取引に対する取組方針

同左

３　取引の利用目的

借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的で、一部

の借入金について金利スワップ取引を利用しておりま

す。

なお、当該金利スワップ取引については、ヘッジ会計

を適用しております。

３　取引の利用目的

同左

Ａ　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用しております。

 

 

Ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

(a）ヘッジ手段

金利スワップ取引

 

 

 

(b）ヘッジ対象

借入金

 

 

Ｃ　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

 

 

Ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしており、

その判定をもって有効性の判定に代えております。

 

 

４　取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変動から生じる市場

リスクを有しております。

デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金

融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどな

いと判断しております。

４　取引に係るリスクの内容

同左

５　取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引については、社内規定に従って、取

締役会での承認に基づき、経理部が取引の実行および

管理を行っております。

５　取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連結会計年度（平

成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いており、該当事項はありません。
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④　退職給付関係

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要 １　採用している退職給付制度の概要

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度を設けております。また、従業員の

退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算に

よる退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度を設けておりましたが、平成18年４

月１日をもって適格退職年金制度の全部について確定

拠出年金制度へ移行するため、平成18年３月31日で適

格退職年金制度を廃止しております。

  

２　退職給付債務に関する事項

イ. 退職給付債務 △952百万円

ロ. 年金資産 781百万円

ハ. 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △170百万円

ニ. 未認識数理計算上の差異 113百万円

ホ. 退職給付引当金（ハ＋ニ） △56百万円

 

２　退職給付債務に関する事項

適格退職年金制度から確定拠出年金制度への全部移行

に伴う影響額は、次のとおりであります。

イ. 退職給付債務の減少 1,050百万円

ロ. 年金資産の減少 1,003百万円

ハ. 未認識数理計算上の差異 30百万円

ニ. 退職給付引当金の減少

　　（イ－ロ－ハ）

16百万円

（注）１. 年金資産の減少には、確定拠出年金への掛金

支払額36百万円が含まれています。

２. 退職給付引当金の減少16百万円は，確定拠出

年金制度への移行に伴う利益として特別利益

に計上しております。

３. 確定拠出年金制度への資産移換額は1,003百万

円であります。

  

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

イ. 勤務費用 153百万円

ロ. 利息費用 14百万円

ハ. 期待運用収益 △12百万円

ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 15百万円

ホ. 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 171百万円

(注)上記退職給付費用以外の割増退職金はありません。

イ. 勤務費用 176百万円

ロ. 利息費用 19百万円

ハ. 期待運用収益 △15百万円

ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 22百万円

ホ. 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 202百万円

(注)上記退職給付費用以外の割増退職金はありません。

  

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ. 退職給付見込額の

　　期間配分方法

期間定額基準

ロ. 割引率 2.0％

ハ. 期待運用収益率 2.0％

ニ. 数理計算上の差異の

　　処理年数

７年（発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

による定額法により、

それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用

処理しておりま

す。）

イ. 退職給付見込額の

　　期間配分方法

期間定額基準

ロ. 割引率 2.0％

ハ. 期待運用収益率 2.0％

ニ. 数理計算上の差異の

　　処理年数

７年（発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

による定額法により、

それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用

処理しておりま

す。）
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⑤　税効果会計関係

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産およ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 繰延税金資産

(1）流動資産  

 賞与引当金 233百万円

 未払事業税 41百万円

 売上原価見積計上額否認額 452百万円

 その他 168百万円

 小計 896百万円

 評価性引当額 0百万円

 計 896百万円

(2）固定資産  

 減価償却費 203百万円

 役員退職慰労引当金 63百万円

 投資有価証券評価損否認額 40百万円

 会員権評価損否認額 37百万円

 その他 103百万円

 小計 449百万円

 評価性引当額 84百万円

 計 364百万円

 繰延税金資産計 1,260百万円

(1）流動資産  

 賞与引当金 262百万円

 売上原価見積計上額否認額 308百万円

 その他 210百万円

 小計 780百万円

 評価性引当額 2百万円

 計 777百万円

(2）固定資産  

 減価償却費 197百万円

 役員退職慰労引当金 69百万円

 投資有価証券評価損否認額 40百万円

 会員権評価損否認額 37百万円

 減損損失 157百万円

 その他 117百万円

 小計 619百万円

 評価性引当額 122百万円

 計 497百万円

 繰延税金資産計 1,275百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

(1）流動負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

(2）固定負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

 その他有価証券評価差額金 313百万円

 繰延税金負債計 314百万円

 繰延税金資産の純額 946百万円

(1）流動負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

(2）固定負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

 その他有価証券評価差額金 435百万円

 繰延税金負債計 436百万円

 繰延税金資産の純額 839百万円

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

との差異の内訳

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

との差異の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.2％

連結調整勘定償却 5.8％

評価性引当額 2.5％

住民税均等割額 1.1％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.2％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.1％

連結調整勘定償却 4.6％

評価性引当額 3.3％

住民税均等割額 1.0％

法人税等還付税額 △14.5％

その他 1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.5％

－ 28 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）

 
薬局関連
事業

（百万円）

レンタル
関連事業
（百万円）

リース・
割賦関連
事業

（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 30,386 7,381 9,332 2,248 49,348 － 49,348

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － 0 1,088 1,089 (1,089) －

計 30,386 7,381 9,333 3,336 50,437 (1,089) 49,348

営業費用 27,639 6,863 9,682 3,313 47,498 527 48,026

営業利益又は営業損失（△） 2,746 517 △349 23 2,938 (1,616) 1,321

Ⅱ　資産、減価償却費

　　及び資本的支出
       

資産 12,661 2,800 3,529 2,380 21,371 5,073 26,445

減価償却費 504 159 937 22 1,623 31 1,654

資本的支出 519 18 650 649 1,837 2 1,840

当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

 
薬局関連
　事業

（百万円）

レンタル
　関連事

業
（百万円）

リース・
割賦関連
事業

（百万円）

その他　
　の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 34,841 6,999 10,181 2,964 54,986 － 54,986

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ 0 0 1,080 1,082 (1,082) －

計 34,841 7,000 10,182 4,045 56,068 (1,082) 54,986

営業費用 31,588 6,765 10,539 3,928 52,823 532 53,355

営業利益又は営業損失（△） 3,252 234 △357 116 3,245 (1,614) 1,630

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 13,746 2,251 4,250 2,643 22,891 4,690 27,582

減価償却費 515 137 622 38 1,313 25 1,339

資本的支出 602 133 626 127 1,490 2 1,492

－ 29 －



　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主な事業内容は、次のとおりであります。

事業区分 事業内容

薬局関連事業 調剤薬局の経営

レンタル関連事業 入院患者等向けテレビ、ランドリーのレンタル、販売

リース・割賦関連事業 医療機器のリース、割賦販売、販売

その他の事業 医業経営コンサルティング、医療施設の企画・設計・施工等

３　「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額
1,622 1,631

当社の総務・経理部門等の管理

部門に係る費用

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額
6,537 6,263

当社での余資運用資金（現金及

び預金）、長期投資資金（投資

有価証券）および管理部門に係

る資産等

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連結会計年度（平

成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はあり

ません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連結会計年度（平

成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

海外売上高はないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連結会計年度（平成17

年４月１日から平成18年３月31日まで）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１株当たり純資産額 1,324円36銭

１株当たり当期純利益 101円58銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 99円82銭

１株当たり純資産額 1,471円73銭

１株当たり当期純利益 151円50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 149円52銭

　（注）　１株当たり当期純利益および潜在株式調整後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。

項目
前連結会計年度

（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 616 951

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 17

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (－) (17)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 616 934

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,067 6,169

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（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 107 81

（うち新株予約権（千株）） (107) (81)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 

－

 

－

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

　当社は、平成16年６月18日開催の第26期定時株主総会の

決議に基づき、平成17年４月25日開催の取締役会において、

当社普通株式を目的とする新株予約権（総合メディカル株

式会社新株予約権証券）を当社取締役６名、当社執行役

員17名に対して計3,000個をストックオプションとして無

償で付与することを決議いたしました。

　なお、当該新株予約権の発行数は300,000株であり、権

利行使時の１株当たりの払込金額は2,069円に決定し、行

使期間は平成18年７月１日から平成20年６月30日までであ

ります。

─────────
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５．生産、受注および販売の状況

(1）営業取引の状況

Ａ．薬局関連事業

(a）調剤実績

地区別

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで） 前期比（％）

処方せん応需実績（千枚） 処方せん応需実績（千枚）

東北 197 184 93.0

関東 318 444 139.5

中部 752 806 107.1

近畿 180 183 101.6

中国 534 564 105.6

四国 228 227 99.6

九州 2,249 2,362 105.0

合計 4,462 4,771 106.9

(b）仕入実績

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

（百万円）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（百万円）

前期比（％）

調剤薬品 17,855 21,272 119.1

一般薬 354 500 141.1

合計 18,210 21,773 119.6

　（注）　金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

Ｂ．レンタル関連事業

(a）商品売上の状況

　当社のレンタル関連事業に係る商品売上取引は、当社が医療機関との間で定額レンタル契約し

た物件を他のリース会社に売却するものであります。当社は、医療機関から債権の代行回収を行

い、その回収額をリース会社へ支払います。当社にとっては、リース会社に対する物件売却額が

商品売上、サプライヤーからの物件購入額に契約期間中のメンテナンス費用等のアフターコスト

を加えたものが商品売上原価となり、その差額が当社の利益となります。

　なお、当該商品売上の売上と仕入の品目別内訳については、品目別分類が困難なため、記載を

省略しております。
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(b）レンタル資産の品目別内訳

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

（百万円）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（百万円）

前期比（％）

テレビ 252 300 119.0

ランドリー 2 4 160.1

その他 34 32 94.4

合計 290 338 116.4

　（注）１．レンタル資産は、有形固定資産の「レンタル資産」および無形固定資産の「レンタル資産」であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

Ｃ．リース・割賦関連事業

(a）商品売上の状況

イ．売上の品目別内訳

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

（百万円）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（百万円）

前期比（％）

情報関連機器・事務用機器 1,540 1,724 111.9

医療機器 5,207 5,463 104.9

その他 435 681 156.5

合計 7,183 7,869 109.6

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社の商品売上取引は、当社がユーザーとの間でリース契約（または割賦販売契約）した物件を他のリース

会社に売却するものであります。当社は、ユーザーから債権の代行回収を行い、その回収額をリース会社へ

支払います。当社にとっては、サプライヤーからの物件購入額とリース会社に対する物件売却額との差額が

当社の利益となります。

ロ．仕入の品目別内訳

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

（百万円）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（百万円）

前期比（％）

情報関連機器・事務用機器 1,486 1,642 110.4

医療機器 5,005 5,242 104.7

その他 407 639 156.9

合計 6,899 7,524 109.1

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(b）リース取引の状況

イ．リース契約の実行高

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

（百万円）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（百万円）

前期比（％）

情報関連機器・事務用機器 58 163 279.1

医療機器 528 453 85.8

その他 268 276 102.9

合計 855 893 104.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

ロ．未経過リース契約債権の業種別内訳

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）
（百万円）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

（百万円）
前期比（％）

医療業 1,033 900 87.1

国および地方公共団体 0 15 1,773.8

その他 422 635 150.5

合計 1,456 1,551 106.5

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

ハ．未経過リース契約債権の期日別内訳

期別
１年以内
（百万円）

２年以内
（百万円）

３年以内
（百万円）

４年以内
（百万円）

５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

前連結会計年度

（平成17年３月末）
605 334 223 158 85 49 1,456

当連結会計年度

（平成18年３月末）
480 375 296 204 116 77 1,551

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

ニ．リース資産の品目別内訳

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）
（百万円）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

（百万円）
前期比（％）

情報関連機器・事務用機器 141 227 161.1

医療機器 889 730 82.1

その他 297 359 120.8

合計 1,328 1,316 99.1

　（注）１．リース資産は、有形固定資産の「リース資産」および無形固定資産の「リース資産」であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(c）割賦販売取引の状況

イ．割賦債権内訳

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）
（百万円）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

（百万円）
前期比（％）

割賦債権 783 618 79.0

割賦未実現利益 71 54 75.7

差引 712 564 79.3

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれております。

ロ．割賦債権の業種別内訳

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）
（百万円）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

（百万円）
前期比（％）

医療業 570 332 58.2

国および地方公共団体 46 29 63.4

その他 166 256 154.7

合計 783 618 79.0

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれております。

ハ．割賦債権の期日別内訳

期別
１年以内
（百万円）

２年以内
（百万円）

３年以内
（百万円）

４年以内
（百万円）

５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

前連結会計年度

（平成17年３月末）
345 190 120 59 32 36 783

当連結会計年度

（平成18年３月末）
232 164 100 67 35 18 618

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれております。

Ｄ．その他の事業

医業経営に関する経営情報提供システム（会員制度）の会員数

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）
（件）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

（件）
前期比（％）

病院 539 561 104.1

診療所 648 675 104.2

その他 176 130 73.9

合計 1,363 1,366 100.2

　（注）１．病院とは、入院病床数が20床以上の医療機関であります。

２．診療所とは、入院病床数が19床以下の医療機関であります。
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(2）販売実績

区分

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで） 前期比

（％）
金額

（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

薬局関連事業

調剤売上

薬剤に係る収入 21,229 43.1 24,884 45.3 117.2

調剤技術に係る収入 8,644 17.5 9,338 17.0 108.0

小計 29,874 60.6 34,223 62.3 114.6

一般薬等売上 511 1.0 618 1.1 120.9

計 30,386 61.6 34,841 63.4 114.7

レンタル

関連事業

商品売上 706 1.5 93 0.2 13.3

レンタル 6,674 13.5 6,905 12.5 103.5

計 7,381 15.0 6,999 12.7 94.8

リース・割賦

関連事業

商品売上 7,183 14.6 7,869 14.3 109.6

リース 1,581 3.2 1,948 3.5 123.2

割賦販売 567 1.1 363 0.7 64.0

計 9,332 18.9 10,181 18.5 109.1

その他の事業

コンサルティング 874 1.8 887 1.6 101.6

設計・施工 890 1.8 1,423 2.6 159.9

病院内売店の経営 419 0.8 464 0.9 110.8

その他 64 0.1 188 0.3 292.1

計 2,248 4.5 2,964 5.4 131.9

合計 49,348 100.0 54,986 100.0 111.4

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
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