
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  35円 2銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

平成１８年３月期 決算短信（連結） 
平成18年5月12日

会社名 株式会社阪神調剤薬局 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 2723 本社所在都道府県 兵庫県 

(URL http://www.hanshin-dp.co.jp/) 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 岩 崎 壽 毅 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長 

  氏名  政 所 よ し み ＴＥＬ （０７９７）３５－６２２３ 

決算取締役会開催日 平成１８年５月１２日 

親会社等の名称 （コード番号： － ） 親会社等における当社の議決権所有比率 －％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）百万円未満を切り捨て表示

 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 23,288 (27.1) 826 (5.8) 777 (10.1)

17年3月期 18,329 (25.2) 780 (45.8) 705 (62.0)

 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 339 (9.9) 34 66 － － 14.9 6.7 3.3

17年3月期 309 (89.9) 31 71 － － 18.3 7.2 3.9

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

   ②期中平均株式数（連結） 18年3月期 9,795,447株 17年3月期 9,743,639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）百万円未満を切り捨て表示

 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 12,990 2,717 20.9 251 47

17年3月期 10,370 1,823 17.6 187 20

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 10,808,454株 17年3月期 9,742,854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 1,173 △1,622 1,168 1,721

17年3月期 1,573 △1,896 △1 1,002

(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 1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） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －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 12,251  261  131  

通 期 26,066  813  378  
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１．企業集団の状況 

    当社のグループは、当社と子会社２社で構成され、処方せんに基づく医薬品の調剤事業を主要事業として、 

  ケア付施設の賃貸事業、人材派遣・職業紹介事業等を営んでおります。 

・ 当社は、処方せんに基づく医薬品の販売事業を行っております。 

・ 連結子会社の株式会社阪神ピー・エムは、「ケア付施設の経営・ケア付施設の賃貸事業」等を行っておりま 

  す。 

・ 非連結子会社のジャパン・メディテック株式会社は、「薬剤師を主とする労働者派遣事業及び有料職業紹介 

  事業」等を行っております。 
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２．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、当社の掲げる「より良い医療サービスの提供」の企業理念のもと、地域に根ざした身近なかかりつけ薬局

を目指し、安全かつ質の高い医薬品の提供により、国民・地域社会の生命・健康の維持に寄与することを基本方針と

いたします。また、当社の企業活動をとおして株主、顧客、取引先、当社の社員など当社と関係するすべての人々に

対して、価値を提供することができる企業でありたいと考えております。 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題といたしております。そのため将来に備えて経営基盤を

強化し、内部留保の充実を図りながら、業績に対応した適切な利益配分を継続してまいりたいと考えております。 

 当期の利益配当金につきましては、1株につき５円としてこれを第２７期定時株主総会に付議させていただく予定

であります。 

 内部留保資金につきましては、新規出店及びサービス体制強化に伴う人材開発資金の原資として有効活用させてい

ただきます。  

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

 当社は、平成１７年１２月２１日付をもって１単元の株式数を１，０００株から１００株に変更いたしました。 

これは、投資単位を引下げ、当社株式の流動性の更なる向上と、投資家層の拡大を図りたいとの考えから実施したも

のであります。 

(4）目標とする経営指標 

 当社の目標とする経営指標の中期的な目安値といたしましては、調剤薬局の経営環境は厳しさを増しております

中、経営効率の向上を図ることにより安定した利益確保に努め、自己資本利益率（REO）２０％を目標と設定してお

ります。 

(5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社を取り巻く経営環境につきましては、今後も市場は拡大傾向が継続すると推測されますが、一方で財政再建の

厳しい波で医療費抑制政策はこれまでになく大きな動きとなり、経営環境は厳しさが増すことが予想されます。この

ような状況下の中、当社は質の高い安心できる、医療サービス機関としての調剤薬局の姿を基本とした上で、次のよ

うな経営戦略を考えております。 

1.積極的な新規出店による売上拡大 

経営環境に厳しさを増す中、調剤薬局業界も徐々に上位集中が進むと考えられます。当社では環境変化をビジネ

スチャンスと認識し、積極的な出店による全国展開を図ってまいります。具体的には、地盤とする関西地区をベー

スとしながら投資効率を重視し、当面年間２０店ペースでの出店を計画しています。 

2.Ｍ＆Ａによる拡大化 

一定の基準を設けた採算重視の姿勢で、大型案件を含め積極的に取組んでまいります。 

3.人材教育方針 

・当社の目指す「より良い医療サービスの提供」の実現のためには、高い専門性と安全性に裏打ちされた薬局スタ

ッフによる快適なサービスに根ざした薬剤の提供が求められることから、平成１７年４月に「教育研修部」が設

置され、年間を通した新人継続教育、２年次３年次研修、中途採用者研修、店長研修の強化を図っております。

・学術教育は月１回行われ、病気に基づく処方箋解析Ｑ＆Ａの実践教育による薬剤師の資質の向上を目指しており

ます。 

・従前から採用しているエリア制を強化し、今後の事業拡大に向けた出店及び既存店の合理化・活性化の促進のた

め、店舗損益管理、生産性管理、採用活動等に携わる事により、各エリアマネージャーのマネージメント能力の

向上を図って、傘下の店長・副店長その他の職員等の能力向上も併せて図ってまいります。 

4.経営の効率化 

人員配置の見直し、システム投資など店舗オペレーションの効率化を図り、間接部門の経費比率の低下に努めま

す。 

5.医療モールの展開 

  地域医療に貢献できるひとつのかたちとして、駅ビル等の医療モールの開設を進めていきます。 
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6.中小薬局のグループ化 

薬価及び調剤報酬改定により影響を大きく受ける薬局をフランチャイズとしてグループ組織化し運営のノウハウ

を共有して将来のＭ＆Ａに繋がるリスクの低い拡大方法の一つと考えて進めていきます。 

(6）会社の対処すべき課題 

1.薬剤師の確保と専門教育 

平成１８年４月より薬学教育６年制が開始したことにより、薬剤師の採用環境は転換期を迎えることが予想され

ることから、薬学部新規卒業者・中途採用者の確保について、その結果が当社経営に重要な影響を及ぼすことか

ら、最優先課題として対処してまいります。 

また「より良い医療サービスの提供」のため、専門能力向上の教育研修を継続するとともに、薬剤師生涯研修及び

資格取得の奨励にも積極的に取組んでまいります。 

2.調剤過誤防止体制の強化 

調剤過誤防止は、マニュアルに定める調剤の基本事項の遵守と監査を確実に実行する体制の確立が重要でありま

すので、基礎教育を繰返し実施して、必要な過誤防止設備導入も含め、調剤過誤防止体制の確立に努めてまいりま

す。 

3.顧客個人情報保護管理体制の強化 

個人情報保護管理体制の構築のため、マニュアルその他必要な諸規定を制定して、個人情報漏洩防止に努めてま

いります。 

(7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

(8）内部管理体制の整備・運用状況 

1.内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況、内部管理体制の強化のための牽制組織の状況                   

当社では、社内業務全般について、必要な諸規定が制定されており、各職位は、職務執行規定に基づいて、そ

の権限と責任とに従って職務を遂行しており、これに対して、内部監査室が監査を行っており、その監査結果

は、代表取締役に報告されております。 

 法的リスク管理につきましては、総務部が一元管理しており、必要に応じて事前に顧問弁護士によるチェック

体制を経て、不測のリスク発生を回避する努力をいたしております。 

 なお、業務部門、管理部門の配置と監視の状況は以下のとおりであります。 
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2.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

内部監査室は年度監査計画に基づき、業務執行店舗のうち65店舗,本社９部署を対象に内部監査を継続的に実施

し、監査結果を代表取締役に報告いたしました。 

(9）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

該当事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

(1）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、著しい成長が続く中国,好調を持続する米国経済に支えられ、輸出と積極

的な設備投資により、大企業を中心に収益は大幅に増加いたしました。この企業収益の増加が雇用、所得の改善に結

びつき、個人消費にもようやく明るさが出てまいりました。長年続いたデフレ経済からの脱却にも目途が立ち、日本

銀行による量的緩和政策も終止符が打たれ、日本経済は新しい成長軌道に乗ろうとしております。 

 調剤薬局業界につきましては、医薬分業率の上昇、高齢化の進行による生活習慣病の増加等市場規模は拡大傾向に

あります。しかし反面、調剤薬局を取り巻く経営環境は、同業他社との競争に加え、ドラッグストアーや医療機関と

の関係を活かした会社による調剤薬局設立等、異業種からの新規参入もあり、激しい競争が続いております。さら

に、薬剤の長期投与による調剤報酬の減少が生じる等、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような厳しい環境下にあって、当社は、事業の積極的拡大を図るべく、医薬分業率の低い関西地区、特に、大

阪府、兵庫県の都市部を中心に積極的に出店を行いました。具体的には、期中に１６店舗（兵庫県５店、大阪府３

店、埼玉県３店、京都府、奈良県、静岡県、東京都、神奈川県各１店、）出店し、一方、経営の効率化、財務体質の

強化の観点から、不採算店を１店退店いたしました。結果、期末の店舗数は、前期より１５店舗増加の１０２店舗に

なりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は23,288,486千円と前期に比べて27.1％の増となりました。利益面

は、経常利益は777,213千円と前期に比べて10.1％の増、当期純利益は339,499千円と前期に比べて9.9％の増とな

り、増収増益となりました。 

＜通期の見通し＞ 

平成１８年４月の薬価・調剤報酬はマイナス改定となるなど、調剤薬局をとりまく環境は一段と厳しさを増すもの

と考えられます。当社ではこの影響を最小限にするべく、新規出店の積極化、経営効率化の推進、既存店の活性化を

進め、業績の向上に努めてまいります。  

 次期の業績予想につきましては前期出店１６店の通期寄与、新規出店２０店を前提に、売上高26,066百万円（前期

比11.9％増）、経常利益813百万円（前期比4.7％増）、当期純利益378百万円（前期比11.5％増）を見込んでおりま

す。 
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(2）財政状態 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッシュ・フローに

よる支出額が営業活動によるキャッシュ・フローによる獲得額を上回ったものの、翌期の設備投資必要資金を見据え

た公募増資及び社債発行に伴う資金調達が1,073,087千円となり、前連結会計年度末に比べ719,408千円増加し、当連

結会計年度末には1,721,612千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は1,173,423千円（同対比25.4％減）となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益が649,204千円（同対比4.3％増）に加え、減価償却費344,559千円(同対比24.6％増)、新規出店による売上

債権の増加△578,772千円(同対比－)及び仕入債務の増加837,675千円（同対比10.9％増）等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） 

 投資活動の結果支出した資金は1,622,670千円（同対比14.4％減）となりました。これは主に新規出店に要した

資金で、有形固定資産の取得に係る支出669,037千円（同対比6.4％減）、移転費用等の長期前払費用に係る支出

622,782千円(同対比111.1％増)及び差入保証金に係る支出260,544千円（同対比45.0％減）等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） 

 財務活動の結果支出した資金は1,168,656千円となりました。これは主に株式の発行による収入580,479千円、社

債の発行による収入492,608千円を実施したことによります。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、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全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 (3）時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

 平成18年3月10日を払込期日とする時価発行公募増資(560,980千円)および平成18年3月28日を払込期日とする第三

者割当増資(36,800千円)の資金使途及び資金充当実績は、概略以下のとおりであります。 

 ①資金使途計画 

 ①資金充当実績 

 平成18年3月10日を払込期日とする時価発行公募増資及び平成18年3月28日を払込期日とする第三者割当増資の資

金使途概ね計画どおりに進行中であります。 

  平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期 

自己資本比率 １７.０％ １７.６％ ２０.９％ 

時価ベースの自己資本比率 ２０.８％ ４０.４％ ４８.３％ 

債務償還年数 １０.１年 ３.０年 ４.６年 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
４.９ １６.５ １３.９ 

投資区分 投資金額 投資実施予定年月 備考 

 設備投資  548,000千円  平成18年3月～5月  新規出店に係る設備投資 

 社債の返済  200,000千円  平成18年6月  期日返済資金  
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 (4）事業等のリスク 

当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家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、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が

判断したものであります。 

①法的規制について 

当社は「薬事法」上の医薬品等を調剤販売するにあたり、各都道府県の許可、登録、指定及び免許を必要として

おります。その主なものは次のとおりであり、これらの法的規制が改定された場合、その内容によっては業績に影

響を与える可能性があります。 

②診療報酬改定について 

国民医療費は高齢化社会がもたらす老人医療費の増加等により、毎年増加傾向にあり、このような背景のもと、

財政確保を踏まえて、厚生労働省は医療制度運営の適正化と医療供給面の取組に重点をおいた医療費適正化対策を

打ち出しております。この医療費適正化対策の必須要件として、厚生労働省は診療報酬の改定を過去から実施して

きております。 

当社にとりましては、診療報酬、特に調剤報酬及び薬価の引下げが実施されますと、利益率を引下げる要因とな

り、業績に影響を与える可能性があります。 

③薬剤師の確保について 

調剤薬局の開設及び運営にあたっては「薬事法」により各店舗ごとに薬剤師の配置が義務付けられており、調剤

業務は薬剤師が行わなければならないと「薬剤師法」に明記されております。調剤薬局の出店及びドラッグストア

のチェーン化による出店が進んでおり、薬剤師の採用・確保は業界全体の課題であり、出店計画に対する重要な制

約条件であります。当社におきましても薬剤師の確保が十分にできない場合には出店計画に影響を及ぼす可能性が

あり、また、薬剤師が確保された場合においても人件費の高騰が続いた場合には業績に影響を与える可能性があり

ます。 

④調剤業務について 

当社は、薬剤師の調剤技術の向上及び医薬品の知識向上に組織的に積極的に取組んでおります。また、調剤過誤

を防止すべく複数監査体制を実施しており、細心の注意を払い調剤業務をいたしております。なお、リスク管理の

ため全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかし、調剤過誤により将来訴訟を受けるよう

なことがあった場合には、当社の社会的信用を損なう等の理由により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

許可、登録、指定、免許の別 有効期間 関連する法令 登録等の交付者 

薬局開設許可 6年 薬事法 各都道府県知事 

保険薬局指定 6年 健康保険法 各都道府県知事 

毒物劇薬一般販売業登録 6年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事 

麻薬小売業者免許 1年～2年 麻薬及び向精神薬取締法 各都道府県知事 

生活保護法指定医療機関指定 無制限 生活保護法 各都道府県知事 

被爆者一般疾病医療機関指定 無制限 
原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律 
各都道府県知事 

結核指定医療機関指定 無制限 結核予防法 各都道府県知事 

労災保険指定薬局指定 無制限 労働者災害補償保険法 各都道府県知事 

更生医療機関指定 無制限 身体障害者福祉法 各都道府県知事 

医薬品販売許可(卸売・一般販売業) 6年 薬事法 各都道府県知事 
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⑤有利子負債依存度について 

当社は新規出店に関する設備資金並びに差入保証金等を金融機関からの借入金及び社債の発行により調達してい

ることから、総資産に対する有利子負債の比率が下表のとおり高い水準にあります。今後は資金効率の改善と自己

資本の充実による借入金の削減に努め、財務体質の健全化を図る方針でありますが、金利動向等の金融情勢に変化

があった場合や計画どおりの資金調達ができない場合には、支払利息の負担増や新規出店の遅延等により、当社の

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥減損会計について 

当社は将来の出店予定店舗に対し資金を投下しておりますが、医療機関の事情により院外処方箋発行時期が大幅

に遅れる等の事態が発生し非継続と判断した場合、また既出店店舗において3年間継続して半期毎の営業損益が赤

字の店舗については、将来キャッシュ・フローが見込めないと判断した場合には、処分可能価格まで減損すること

により、業績に影響を与える可能性があります。 

⑦出店政策について 

当社の業容拡大には事業拠点である店舗数の拡大が大きく寄与するものであり、今後も積極的に出店を行う方針

であります。 

 現在、当社の薬局店舗は保険調剤を専業とし、医療機関の門前若しくは近接地域に立地する門前薬局であります

が、医薬分業の進展に伴い、調剤薬局業界においては従来にも増して出店競争が激化しております。当社では店舗

買収並びにＭ＆Ａを含めて採算を重視した店舗数の拡大政策を立てておりますが、出店条件を充足する場所を確保

できない等により計画どおりに出店できない場合、競合状況や医薬分業の進展が当初の想定から大きく乖離する等

により出店後に当初計画どおりの売上高が確保できない場合、医療機関の移転又は廃業等により店舗の売上高が減

少する場合、店舗建物等の賃借先の信用状況の悪化により店舗営業の継続及び敷金保証金等の返還に支障が生じる

場合には、当社の事業計画並びに業績等に影響を与える可能性があります。 

⑧消費税等の影響について 

当社の保険調剤売上高は消費税法において非課税売上となっております。一方で医薬品等の仕入れは同法により

課税仕入となっているため、仕入価格に消費税を含めた価格が調剤売上原価に含まれます。 

 消費税導入時及び税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価基準の改正において考慮されておりましたが、今

後、消費税率が改定され、薬価基準に加味されず、卸業者との仕入価格交渉に反映できない場合は、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑨個人情報の保護について 

当社は安全で質の高い医療サービスを提供するため、患者情報の収集を行っており、薬歴、処方箋をはじめとす

る個人情報を保持しております。 

 これら顧客の個人情報の取扱いに関してはマニュアルを制定して厳重に管理するなど、個人情報の漏洩防止に努

めておりますが、万一これらの個人情報が漏洩するような事実が発生した場合は社会的信用が失墜し、それに伴う

不利益は多大となり、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

項目 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期 

総資産額（千円）(A) 9,154,759 10,370,154 12,990,139 

有利子負債額（千円）（B) 4,728,710 4,779,430 5,423,280 

(B)/(A) 51.7％ 46.1％ 41.7％ 

売上高（千円）(C) 14,645,215 18,329,253 23,288,486 

支払利息（含社債利息）（千円）(D) 103,487 95,113 86,052 

(D)/(C) 0.7％ 0.5％ 0.4％ 
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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（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※３  1,103,902   1,823,335  

２．受取手形及び売掛金   1,665,456   2,244,228  

３．たな卸資産   1,037,904   1,044,079  

４．繰延税金資産   79,080   107,880  

５．その他    384,113   571,019  

  貸倒引当金   －   △12,000  

流動資産合計   4,270,456 41.2  5,778,543 44.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物及び構築物 ※３  1,375,422   1,690,991  

(2）器具備品   184,084   213,539  

(3）土地 ※３  1,302,814   1,402,814  

(4）建設仮勘定   93,441   138,089  

(5）その他   13,210   11,306  

有形固定資産合計   2,968,973 28.6  3,456,741 26.6 

２．無形固定資産        

(1）営業権   281,546   211,159  

(2）その他   44,297   46,207  

無形固定資産合計   325,843 3.1  257,366 2.0 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  346,775   382,743  

(2）差入保証金 ※３  1,331,018   1,507,134  

(3）長期前払費用   896,080   1,320,169  

(4）繰延税金資産   130,501   196,381  

(5）その他   128,373   113,663  

貸倒引当金   △45,600   △45,600  

投資その他の資産合計   2,787,148 26.9  3,474,492 26.8 

固定資産合計   6,081,966 58.6  7,188,600 55.3 

Ⅲ 繰延資産        

１．新株発行費   2,909   12,988  

２．社債発行費   14,822   10,007  

繰延資産合計   17,732 0.2  22,995 0.2 

資産合計   10,370,154 100.0  12,990,139 100.0 
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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（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,928,915   3,766,590  

２．短期借入金   300,000   800,000  

３．一年内返済予定長期借
入金 

※３  1,206,150   1,044,780  

４．一年内償還予定社債   100,000   400,000  

５．未払法人税等   237,434   272,234  

６．賞与引当金   132,000   190,000  

７．その他   217,815   366,685  

流動負債合計   5,122,315 49.4  6,840,290 52.7 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   1,200,000   1,300,000  

２．長期借入金 ※３  1,973,280   1,878,500  

３．退職給付引当金   209,876   242,785  

４．その他   40,832   10,568  

固定負債合計   3,423,989 33.0  3,431,854 26.4 

負債合計   8,546,305 82.4  10,272,145 79.1 

        
        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  385,324 3.7  684,758 5.3 

Ⅱ 資本剰余金   330,320 3.2  628,666 4.8 

Ⅲ 利益剰余金   1,109,181 10.7  1,399,966 10.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △498 △0.0  5,081 0.0 

Ⅴ 自己株式 ※５  △477 △0.0  △477 △0.0 

資本合計   1,823,849 17.6  2,717,994 20.9 

負債・資本合計   10,370,154 100.0  12,990,139 100.0 
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   18,329,253 100.0  23,288,486 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,622,180 90.7  21,246,511 91.3 

売上総利益   1,707,073 9.3  2,041,974 8.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  926,075 5.0  1,215,692 5.2 

営業利益   780,997 4.3  826,282 3.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  5,128   10,975   

２．受取配当金  1,718   1,540   

３．受取手数料  21,929   49,043   

４．賃貸料収入  11,054   11,073   

５．投資有価証券売却益  6,615   －   

６．為替換算差益   －   11,088   

７．その他  8,088 54,535 0.3 12,124 95,844 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  95,113   86,052   

２．借入手数料  12,934   29,951   

３．その他  21,627 129,674 0.7 28,909 144,913 0.6 

経常利益   705,859 3.9  777,213 3.3 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ － － － 10,000 10,000 0.0

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 15,679   －   

２．店舗整理損  18,165   5,072   

３．退職給付会計基準変更時
差異償却額 

 3,584   －   

４．リース解約損  34,201   －   

５．役員退職慰労金   11,963   －   

６．減損損失  － 83,592 0.5 132,936 138,009 0.6 

税金等調整前当期純利益   622,266 3.4  649,204 2.8 

法人税、住民税及び事業税  332,580   408,105   

法人税等調整額  △19,324 313,255 1.7 △98,400 309,705 1.3 

当期純利益   309,010 1.7  339,499 1.5 
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(3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   330,320  330,320 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  － － 298,346 298,346 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   330,320  628,666 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   836,709  1,109,181 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  309,010 309,010 339,499 339,499 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  36,538 36,538 48,714 48,714 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,109,181  1,399,966 
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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 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  622,266 649,204 

減価償却費  276,632 344,559 

新株発行費償却  1,454 7,221 

社債発行費償却  9,743 12,207 

貸倒引当金の増加額又は減少額(△）  △1,975 12,000 

賞与引当金の増加額  12,500 58,000 

退職給付引当金の増加額  23,920 32,909 

投資有価証券売却益  △6,615 － 

受取利息及び受取配当金  △6,847 △12,516 

支払利息  95,113 86,052 

借入手数料  12,934 29,951 

固定資産売却益  － △10,000 

固定資産除却損  15,679 － 

店舗整理損  18,165 5,072 

減損損失  － 132,936 

売上債権の増加額（△）又は減少額  520,460 △578,772 

たな卸資産の増加額  △104,368 △6,175 

前払費用の増加額  △31,815 △52,368 

未収入金の増加額  △252,409 △83,494 

仕入債務の増加額  755,429 837,675 

未払金の増加額又は減少額（△）  △72,515 128,216 

その他  29,954 50,092 

小計  1,917,706 1,642,771 

利息及び配当金の受取額  6,273 12,452 

利息の支払額  △95,442 △84,495 

法人税等の支払額  △255,375 △397,304 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,573,161 1,173,423 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △101,698 △101,722 

定期預金の払戻による収入  101,667 101,698 

有形固定資産の取得による支出  △714,536 △669,037 

有形固定資産の売却による収入  － 10,000 

無形固定資産の取得による支出  △352,290 － 

投資有価証券の取得による支出  △271,179 － 

投資有価証券の売却による収入  90,556 － 

貸付による支出  － △85,469 

長期前払費用にかかる支出  △294,988 △622,782 

差入保証金にかかる支出  △473,532 △260,544 

差入保証金の回収による収入  118,071 40,113 

その他  1,525 △34,925 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,896,405 △1,622,670 

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  300,000 500,000 

長期借入れによる収入  200,000 950,000 

長期借入金の返済による支出  △1,249,280 △1,206,150 

社債の発行による収入  784,762 492,608 

社債の償還にかかる支出  － △100,000 

株式の発行による収入  － 580,479 

自己株式の取得による支出  △367 － 

配当金の支払額  △36,429 △48,281 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,313 1,168,656 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △324,557 719,408 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,326,762 1,002,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,002,204 1,721,612 
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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 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

株式会社阪神ピー・エム 

(1）連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

同左 

 (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

ジャパン・メディテック株式会社 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

同左 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結子会社

（ジャパン・メディテック(株)）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

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。 

同左 

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の末日は、連結決

算日と一致しております。 

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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）

を採用しております。 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

調剤薬品 

総平均法による原価法を採用し

ております。 

② たな卸資産 

調剤薬品 

同左 

 商品 

最終仕入原価法による原価法を

採用しております。 

商品 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定額法を採用しております。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  ７年～39年 

器具備品     ３年～15年 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利

用可能期間（５年）による定額法

を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

均等償却を行っております。 

③ 長期前払費用 

同左 

(3)繰延資産の処理方法 ① 新株発行費 

商法施行規則の規定する最長期間

(３年間)に基づく均等償却を行っ

ております。 

① 新株発行費 

同左 

 ② 社債発行費 

商法施行規則の規定する最長期間

(３年間)に基づく均等償却を行っ

ております。 

② 社債発行費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 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。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③ 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（17,920千円）については、

５年による均等額を費用処理して

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

（５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することとし

ております。 

③ 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

付債務の見込額に基づき計上して

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

（５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することとし

ております。 

(5）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。 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップ及び金利

キャップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

借入金支払利息を対象に金利スワ

ップ取引及び金利キャップ取引に

よりヘッジを行っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

将来の金利変動リスク回避のため

に行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に定められた許容

リスク量の範囲内にリスク調整手

段となるデリバティブのリスク量

が収まっており、ヘッジ対象とな

る金利リスクが減殺されているか

どうかを検証することにより、ヘ

ッジ有効性を評価しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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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の変更 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

当社は税込方式によっておりま

す。なお一定額以上の固定資産に

ついては税抜方式によっており、

消費税額は「投資その他の資産」

のその他に計上し、法人税法の規

定により均等償却を行っておりま

す。なお、連結子会社は税抜方式

によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．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

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ 

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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

い短期的な投資からなっております。 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  (固定資産の減損に係る会計基準） 

   当連結会計年度より、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））及び「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132,936千円減

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。 
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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   485,503千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額   608,747千円 

※２ 非連結子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）       28,000千円 

※２ 非連結子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）       28,000千円 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金    101,698千円

建物      78,274千円

土地    572,613千円

差入保証金 135,000千円

合計     887,585千円

定期預金      101,722千円

建物       35,201千円

土地     538,813千円

差入保証金     135,000千円

合計      810,737千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 655,930千円

（１年内返済予定額を含む）  

合計 655,930千円

長期借入金     358,780千円

（１年内返済予定額を含む）  

合計     358,780千円

但し、根抵当権設定により実際担保されている債

務の極度額は980,000千円であります。 

但し、根抵当権設定により実際担保されている債

務の極度額は980,000千円であります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式9,745,270株で

あります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式10,810,870株

であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,416株

であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,416株

であります。 
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（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

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及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 130,154千円

給与手当     184,397千円

貸倒引当金繰入額 650千円

賞与引当金繰入額 11,046千円

退職給付費用 4,878千円

賃借料 126,154千円

役員報酬     191,063千円

給与手当      202,226千円

貸倒引当金繰入額 12,000千円

賞与引当金繰入額    6,476千円

退職給付費用      5,038千円

賃借料      152,292千円

※２ 固定資産除却損の内訳 ────── 

建物 12,496千円

その他 3,182千円

合計 15,679千円

 

────── ※３ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは各店舗を概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位と認識して、隣接する店舗で

相互に影響度の高い店舗群は１つの店舗と見なして資産

のグループ化をしております。 

処方箋応需枚数の減少等により営業状態の悪化した既

存店舗及び出店計画を中止した店舗に係る資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失132,936千円として計上いたしました。 

その内訳は、建物19,759千円、差入保証金27,664千

円、長期前払費用58,494千円、その他27,018千円であり

ます。  

なお、当資産グループの回収可能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2.56％で割り

引いて算定しております。  

場所  用途  種類 

大阪府柏原市他 
店舗 

(既存店舗)  
建物、長期前払費用等 

大阪府大阪市他 
店舗 

(計画中止店) 
建物、差入保証金等  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,103,902千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △101,698千円

現金及び現金同等物 1,002,204千円

現金及び預金勘定   1,823,335千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △101,722千円

現金及び現金同等物    1,721,612千円
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① リース取引 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

器具備品 484,303 163,726 320,576 

ソフトウェア 11,380 9,862 1,517 

合計 495,683 173,589 322,093 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

器具備品 599,926 236,106 363,820 

ソフトウェア 100,000 18,333 81,666 

合計 699,926 254,439 445,487 

（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年内      93,780千円

１年超 233,307千円

合計 327,087千円

１年内                        139,889千円

１年超  313,256千円

合計  453,145千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

（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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料      94,251千円

減価償却費相当額 88,974千円

支払利息相当額 7,358千円

支払リース料   142,468千円

減価償却費相当額 134,970千円

支払利息相当額      9,880千円

（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。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）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との差

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。 

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,309千円

１年超 －千円

合計 1,309千円

１年内 2,811千円

１年超  13,008千円

合計     15,820 千円

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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② 有価証券 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成１６年４月１日 至 平成１７年３月３１日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式 2,632 2,715 82 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 52,228 55,970 3,741 

小計 54,860 58,685 3,824 

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 35,710 31,056 △4,654 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 35,710 31,056 △4,654 

合計 90,571 89,741 △830 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

90,556 7,061 446 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 229,034 

 
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） 

１.債券         

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― 

(2）社債 ― ― 95,984 ― 

(3）その他 ― ― ― ― 

２.その他 ― 50,000 ― ― 

合計 ― 50,000 95,984 ― 

-23-



当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式 856 995 138 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 52,410 82,252 29,842 

小計 53,266 83,247 29,980 

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 54,491 32,980 △21,511 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 54,491 32,980 △21,511 

合計 107,758 116,227 8,468 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 238,516 

 
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） 

１.債券         

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― 

(2）社債 ― ― 107,072 ― 

(3）その他 ― ― ― ― 

２.その他 ― 48,394 ― ― 

合計 ― 48,394 107,072 ― 
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③ デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の内容 

当社はデリバティブ関連の取引として、金利スワッ

プ取引及び金利キャップ取引を利用しております。 

１．取引の内容 

同左 

２．取引に対する取組方針及び利用目的 

金利スワップ取引は、変動金利支払いの借入金につ

いて、将来の金利変動リスクを回避する目的で行っ

ております。金利キャップ取引は、変動金利支払い

の借入金について、将来の取引市場での金利上昇が

支払利息に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的

で行っております。なお、投機的な取引及び短期的

な売買益を得る取引の利用は行っておりません。な

お、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

２．取引に対する取組方針及び利用目的 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、金利スワップ及び金利キャップについては

特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を

採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

借入金支払利息を対象に金利スワップ取引及び金

利キャップ取引によりヘッジを行っております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

将来の金利変動リスク回避のために行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲

内にリスク調整手段となるデリバティブのリスク

量が収まっており、ヘッジ対象となる金利リスク

が減殺されているかどうかを検証することによ

り、ヘッジの有効性を評価しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

３．取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引については、将来の金利変動によ

るリスクがあります。 また、金利キャップ取引につ

いては、契約時に支払ったプレミアム以上のリスク

は被らないものであります。当社のデリバティブ取

引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関である

ため、相手方の契約不履行による信用リスクはない

と判断しております。 

３．取引に係るリスクの内容 

同左 

４．取引に係るリスクの管理体制 

金利関連における金利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引は、当社の「職務権限規程」に基づき、管理

本部の担当役員が起案し取締役会で承認を得て行っ

ております。 

４．取引に係るリスクの管理体制 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 

④ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務の計算基礎 

 
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）退職給付債務（千円） △222,088 △265,217 

(2）退職給付引当金（千円） △209,876 △242,785 

差引（千円）（1）－（2） △12,211 △22,431 

（差引分内訳）   

(3)会計基準変更時差異の未処理額（千円） － － 

(4)未認識数理計算上の差異（千円） △12,211 △22,431 

（千円）（3）＋（4） △12,211 △22,431 

   

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 51,559 59,210 

(1）勤務費用（千円） 40,616 50,241 

(2）利息費用（千円） 3,987 4,441 

(3）会計基準変更時差異の費用処理額(千円) 3,584 － 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 3,372 4,527 

 
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)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2)割引率（％） 2.0 2.0 

(3)数理計算上の差異の処理年数（年） ５  ５ 

(4)会計基準変更時差異の処理年数（年） ５  ５ 
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⑤ 税効果会計 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 前連結会計年度 

 (平成17年３月31日現在) 

 （単位：千円）

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 20,680 

賞与引当金損金算入限度超

過額 
52,800 

その他 5,600 

計 79,080 

繰延税金資産(固定)  

退職給付引当金超過額 81,400 

貸倒引当金損金算入限度超

過額 
8,800 

営業権償却超過額 16,000 

投資有価証券評価損 19,108 

その他 5,192 

計 130,501 

 当連結会計年度 

 (平成18年３月31日現在) 

 （単位：千円）

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 24,280 

賞与引当金損金算入限度超

過額 
76,000 

その他 7,600 

計 107,880 

繰延税金資産(固定)  

退職給付引当金超過額 98,600 

貸倒引当金損金算入限度超

過額 
8,800 

 減損損失 52,400 

営業権償却超過額 16,000 

投資有価証券評価損 19,108 

その他 1,472 

計 196,381 

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要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 前連結会計年度 

 (平成17年３月31日現在) 

 （単位：％）

法定実効税率 40.0 

（調整）  

住民税均等割額 2.1 

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
3.6 

留保金課税額 3.6 

その他 1.0 

税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
50.3 

 当連結会計年度 

 (平成18年３月31日現在) 

 （単位：％）

法定実効税率 40.0 

（調整）  

住民税均等割額 1.1 

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
3.4 

留保金課税額 3.8 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
47.7 
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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（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計の合計額に占める「薬局事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計の合計額に占める「薬局事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

海外売上高がないため、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（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額    187円20銭

１株当たり当期純利益   31円71銭

１株当たり純資産額      251円47銭

１株当たり当期純利益     34円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

当社は、平成１６年１１月２２日付で株式１株につき２

株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額    159円53銭

１株当たり当期純利益   16円70銭

同左 

────── 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 309,010 339,499 

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） 309,010 339,499 

期中平均株式数（千株） 9,743 9,795 
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（重要な後発事象） 

株式会社ファミリーコーポレーションの営業一部譲受 

 平成18年3月14日付で株式会社ファミリーコーポレーションと営業譲受契約を締結し、平成18年4月1日に同社の営

業の一部を譲受けました。 

（１）営業譲受の内容 

 ①営業譲受の対象 

  株式会社ファミリーコーポレーション経営の調剤薬局「ファミリー薬局」の営業権 

 ②譲受資産の内容及び金額 

  建物及び器具備品19,645千円 

 ③営業譲受の対価 

  315,000千円 

（２）営業譲受契約締結先の概要 

 ①名称 株式会社ファミリーコーポレーション 

 ②主な事業内容 

  調剤薬局の経営 

 ③代表者 

  大場 栄 

 ④住所 

  仙台市青葉区木町通一丁目5番22－903号 

 ⑤資本金 

  10,000千円 

 ⑥当社との関係 

  資本・人的取引関係はない。 

（３）営業譲受の日程 

 ①営業譲受承認取締役会 平成17年12月22日 

 ②営業譲受契約締結   平成18年３月14日 

 ③営業譲受期日     平成18年４月１日 

  

-30-



５．生産、受注及び販売の状況 

(1）地区別処方箋枚数 

 調剤売上の処方箋枚数を地区別に示すと次のとおりであります。 

(2）品目別売上高明細表 

 品目別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 調剤売上については消費税は非課税、その他売上については消費税等を含んでおります。 

(3）地区別販売実績 

 地区別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 調剤売上については消費税は非課税、その他売上については消費税等を含んでおります。 

  （単位：枚）

地区別 

処方箋応需枚数 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

処方箋応需枚数 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

枚数 構成比 枚数 構成比 

    ％   ％ 

近畿地区 1,468,278 70.2 1,630,411 67.1 

関東地区 350,181 16.7 518,178 21.3 

中部地区 134,438 6.4 148,416 6.1 

中国・四国地区 47,244 2.3 46,322 1.9 

その他地区 90,984 4.4 86,140 3.6 

合計 2,091,125 100.0 2,429,467 100.0 

  （単位：千円）

科目 

前連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

薬局

部門 

      ％   ％ 

調剤売上 

薬剤 13,950,170 76.1 18,156,911 77.9 

技術料 4,262,532 23.2 4,977,232 21.4 

小計 18,212,702 99.3 23,134,143 99.3 

その他売上 

一般医薬品等 107,098 0.6 144,890 0.6 

卸売 － － － － 

小計 107,098 0.6 144,890 0.6 

その他 9,452 0.1 9,452 0.1 

合計 18,329,253 100.0 23,288,486 100.0 

  （単位：千円）

地域別 

前連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

    ％   ％ 

近畿地区 12,457,901 68.0 15,123,436 65.0 

関東地区 2,970,551 16.2 4,897,536 21.0 

中部地区 1,244,095 6.8 1,517,532 6.5 

中国・四国地区 509,519 2.8 538,799 2.3 

その他地区 1,147,185 6.2 1,211,181 5.2 

合計 18,329,253 100.0 23,288,486 100.0 
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