
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）   ４円17銭 

※ 上記の予想の前提条件その他に関連する事項については、添付資料の10ページを参照して下さい。 

平成18年３月期 決算短信（連結） 
平成18年５月15日

会社名 三光純薬株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 8126 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.sanko-junyaku.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 神保 正男 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役兼執行役員経営計画部長 

  氏名  辻村 耕次 ＴＥＬ  （03） 3866－0348 

決算取締役会開催日 平成18年５月15日 

親会社等の名称 エーザイ株式会社（コード番号：4523） 親会社等における当社の議決権所有比率 50.9％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(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 5,395 (△1.0) 148 (△20.8) 167 (20.2)

17年３月期 5,452 (2.2) 188 (－) 139 (－)

 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 72 (△20.8) 4 01 －  0.6 1.2 3.1

17年３月期 91 (－) 5 06 －  0.8 1.0 2.6

（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       17,985,545株 17年３月期 17,988,276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 13,455 11,595 86.2 644 78

17年３月期 13,725 11,532 84.0 641 12

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期       17,983,749株 17年３月期 17,987,269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 500 △877 △60 4,125

17年３月期 △117 655 △67 4,562

(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 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 2,720  55  55  30  

通 期 5,460  160  170  75  



１．企業集団の状況 

(1）事業の内容 

 当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下当社という）、親会社のエーザイ株式会社および連結子会社の株式

会社パルマビーズ研究所で構成され、医薬品、診断用医薬品および医療用機器等の研究開発・製造・販売を主たる業

務とし、事業活動を展開しております。 

研究開発分野：当社、エーザイ株式会社および株式会社パルマビーズ研究所は、医薬品、診断用医薬品および医療

用機器等の研究開発を行っております。 

なお、エーザイ株式会社は、株式会社パルマビーズ研究所に診断用医薬品等の研究を委託しており

ます。当社は、その研究を支援しております。 

医薬品分野 ：エーザイ株式会社は、製造した医薬品等を、国内の主要代理店および海外の代理店ならびに子会社

に販売しております。 

診断薬分野 ：当社は、診断用医薬品および医療用機器等の製造・販売を行っております。 

なお、当社は事業部門別ではなく、主要製品の種類別としてメディカル関連分野、バイオ関連分

野、医療用機器等に区分しております。 

 
   

   (注）議決権の所有比率は50％ですが、実質的に支配しているため連結子会社としております。         
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(2）関係会社の状況 

 （注）１．エーザイ株式会社は有価証券報告書の提出会社であります。 

２．従業員数には執行役員を含んでおります。 

３．株式会社パルマビーズ研究所は特定会社に該当しておりません。 

４．議決権の所有比率は50％ですが、実質的に支配しているため連結子会社としております。 

５．親会社のエーザイ株式会社が、議決権の50％を所有しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有
又は被所有比
率（％） 

関係内容 

（親会社）      役員 従業員  

エーザイ株式会社 

（注）１．２ 

東京都 

文京区 
44,985,721 医薬品等の製造・販売 50.88 

出向 2 9 
同社製品の販売に 

関する提携 

生産に関する提携 

研究開発に関する 

提携 

資金の寄託運用 

転籍 － － 

兼任 3 － 

（連結子会社）      役員 従業員  

株式会社 

パルマビーズ研究所 

（注）３．４．５ 

東京都 

千代田区 
50,000 

医薬品・化学薬品・医

療用機械器具等の研究

開発ならびに受託研究

開発 

50.00 

出向 － 4 

研究開発に関する 

支援 
転籍 1 1 

兼任 2 － 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

 当社は、患者様とそのご家族、生活者の皆様の多様なニーズに合致した検査薬の提

供を行い、「一人ひとりが法令と倫理を遵守したビジネス活動を徹底し、いかなる医

療システム下においても存在意義のあるヒューマン・ヘルスケア（ｈｈｃ）企業」を

目指して世界の人々に貢献していくことを経営の基本としております。 

（２）利益配分に関する基本方針 

 利益配分につきましては、連結業績をベースとして、今後の業績動向ならびに将来

の事業展開に備えた内部留保などを総合的に勘案し、株主様への安定的な配当を基本

としております。 

 また、内部留保した資金は研究開発投資や設備投資など事業基盤の一層の強化に充

当いたします。 

 なお、中間配当制度は採用しておりません。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 株式投資単位の引下げは、投資家の皆様方が株式を容易にお取引いただけるものと

して期待されており、今後の株価の動向を見極めて対応すべき検討課題の一つである

と認識しております。 

（４）目標とする経営指標 

 当社は、営業利益率を重要な経営指標に掲げております。そのために生産性の向

上、原価の低減、効率的な費用投入などを推進してまいります。また、資本の効率的

な運用の観点からＲＯＥ（株主資本利益率）も重要な経営指標としております。 

（５）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社は、予防から治療、予後にいたる医療の流れの中で、治療薬と密接に絡み合う

臨床検査薬を提供し続けることで、患者様とそのご家族、生活者の皆様の多様なニー

ズに対応することを目指しております。 

 研究開発面では、有用で新規性の高い製品の研究開発を進めるとともに、簡便、迅

速さが必要となる疾患への対応として、ＰＯＣＴ（ポイント・オブ・ケア・テスティ

ング）製品などの研究開発にも取り組んでまいります。また、エーザイ株式会社（以

下エーザイという）と共同で設立した「株式会社パルマビーズ研究所」は、遺伝子シ

グナル増幅技術「ＰＡＬＳＡＲ法」を利用した検査薬の研究開発を進めており、感染

症領域等において製品化を目指しております。 
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 営業面では、エーザイとの共同販促をさらに強化し、肝細胞癌の診断補助マーカー

測定試薬ＰＩＶＫＡ－Ⅱ製品群、間質性肺炎の診断補助マーカー測定試薬ＫＬ－６製

品群、関節リウマチの診断補助マーカー測定試薬ＣＡ・ＲＦ製品群および簡易血糖自

己測定装置などを軸として臨床サイドへのアプローチを進めてまいります。また、研

究用製品を取り扱うバイオ関連では、正常ヒト細胞培養製品「ＮＨＣシリーズ」、牛

胎児血清（ＦＢＳ）を柱として鋭意市場の開拓に努めてまいります。 

 また、臨床検査薬と医療機器における品質マネジメントシステムＩＳＯ１３４８５

は昨年12月に認証取得し、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１の認証取得に

も取り組んでおります。 

 その他、営業、研究開発、生産、品質薬事、管理の全ての機能において改革を推進

し、今後の持続的な成長と安定的な収益性の確保をはかってまいります。 

（６）親会社等に関する事項 

  

 (b）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会 

   社等の関係 

   ①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグルー 

       プ企業との取引関係や人的・資本的関係 

         当社はエーザイの子会社であり、エーザイグループの臨床検査薬事業を担っ 

    ております。 

         当社は、前述のとおり、治療薬と医療上密接に絡み合う臨床検査薬を提供し 

    続けることで、患者様とそのご家族、生活者の皆様の多様なニーズに対応する 

       ことを目指しております。より有用性の高い臨床検査薬の創出と高品質の製品 

    の安定供給、適正使用情報の提供を推進するために、医療用医薬品を主たる事 

    業としているエーザイとの共同研究ならびに共同販促体制を構築しております。

         人的交流では、エーザイから取締役３名（うち２名は非常勤）、監査役２名 

     (非常勤）、執行役員４名が就任しており、その他５名を出向者として受け入れ 

      ております。 

         契約等の関係では、当社の主力製品である肝細胞癌の診断補助マーカー測定 

    試薬ＰＩＶＫＡ－Ⅱ製品群、間質性肺炎の診断補助マーカー測定試薬ＫＬ－６ 

       製品群、間接リウマチの診断補助マーカー測定試薬ＣＡ・ＲＦ製品群等につい 

    て、エーザイが保有するライセンスに対しロイヤリティーを支払っております。

     なお、当連結会計年度におけるエーザイとの取引に関する事項については、 

    「注記事項（関連当事者との取引）」31および32頁をご参照ください。 

         今後とも連携強化を通じて患者様貢献の向上をはかってまいります。 

  

（a)親会社等の商号等  

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有比率（％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

 エーザイ株式会社 親会社  50.88 
  株式会社東京証券取引所 市場一部 

  株式会社大阪証券取引所 市場一部  
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（役員の兼務状況） 

（注）当社の取締役４名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は当該４名である。 

  

（出向者の受け入れ状況） 

（注）平成18年３月31日現在の従業員数は173名である。 

  

    ②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、

      親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける

      経営・事業活動等への影響等 

        エーザイは当社株式を50.59％保有しております。また、取締役総員４名中、３ 

      名 (１名出向者、２名非常勤）がエーザイから就任しており、経営意思決定上、影

      響を及ぼし得る状況にあります。また、執行役員４名、その他５名がエーザイから

      の出向者であり、業務執行上相当程度依存している状況にあります。 

        エーザイへのロイヤリティーの支払対象となる製品の売上高合計は、2,819百万 

   円であり、総売上高の56.5％となっております。エーザイとのライセンスに関する

   契約が更新されない場合は、当社の業績に多大な影響を及ぼしますが、この契約は

   毎年確実に更新されております。 

役職 氏名 
親会社等又はその 

グループ企業での役職 
転任理由 

 非常勤取締役    間口    肇 
 エーザイ株式会社    

 内部統制推進部担当課長 
 経営強化のため当社から就任を依頼  

 非常勤取締役      黄田   茂 
 エーザイ株式会社    

 医薬事業部長付担当部長 
 経営強化のため当社から就任を依頼  

 非常勤監査役 立石 高久 
 エーザイ株式会社    

 内部統制推進部長 
 監査役監査のため当社から就任を依頼  

 非常勤監査役  吉野 元祥 
 エーザイ株式会社    

 経理部会計センター長 
 監査役監査のため当社から就任を依頼  

役職または部署名 人数 
出向元の親会社等又は 

そのグループ企業名 
出向者受入れ理由 

 代表取締役 １名  エーザイ株式会社  経営強化のため当社から依頼  

 執行役員 

 経営改革推進担当部長 
１名  エーザイ株式会社  経営強化のため当社から依頼  

 研究開発部  ３名  エーザイ株式会社  研究開発部門強化のため当社から依頼  

 生産部 ２名  エーザイ株式会社  生産部門強化のため当社から依頼  

 品質薬事部   １名   エーザイ株式会社  品質薬事部門強化のため当社から依頼  

 営業本部  ２名  エーザイ株式会社  営業部門強化のため当社から依頼  
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    ③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグルー

      プ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影

      響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそ

      のための施策 

        当社は、前述のとおり患者様とそのご家族、生活者の皆様の多様なニーズに対応

   することを目指しております。このため、業務提携や人的交流などエーザイとの連

   携を強化することは今後とも重要であると考えております。 

        しかしながら、当社は臨床検査薬事業、エーザイは医療用医薬品事業を主力事業

      としており、明確な棲み分けがなされているため、エーザイグループから自由な事

      業活動を阻害される状況にはないものと認識しております。 

        また、エーザイとの取引においても、その条件は双方協議のうえ合理的に決定さ

      れております。 
  

    ④親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

        前途のとおり、事業は明確な棲分けがなされており、当社は独自に事業活動を進

   めております。なお、エーザイとの連携強化は今後とも重要であると考えておりま

   す。 
  

 （c）親会社等との取引に関する事項 

      親会社等との取引に関する事項については、「注記事項（関連当事者との取引）」

   31および32頁をご参照ください。 

(７）内部管理体制の整備・運用状況 

 

   内部管理体制の整備・運用状況については「コーポレート・ガバナンスに関する報

  告書」をご参照ください。 

  

(８）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．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、

雇用情勢や所得環境が改善し個人消費も回復に向かうなど、景気は着実に回復を続け

ております。 

 しかしながら、臨床検査薬業界は、引き続き医療費抑制の影響を受けて、厳しい状

況下で推移いたしました。 

 このような状況下で当社グループは、メディカル関連製品（臨床検査薬）では、臨

床現場への直接的なアプローチを推進するとともに、日常診療に役立つ情報提供活動

を積極的に行いました。また、バイオ関連製品（研究用試薬）では、重点施設への集

中訪問を推進するとともに、販売代理店との連携を強化して製品の普及拡大をはかり

ました。 

 

 当連結会計年度の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

     売 上 高   53億95百万円   （前連結会計年度比  1.0％減）    

     営業利益     １億48百万円   （  同      20.8％減）    

     経常利益     １億67百万円   （  同       20.2％増）   

     当期純利益       72百万円   （  同      20.8％減） 

   

 営業状況を主要製品の面からご説明いたします。 

 メディカル関連製品では、間質性肺炎の診断補助マーカー測定試薬ＫＬ－６製品群

が、間質性肺炎に関する全国研究会や地区集会におけるＫＬ－６の有用性のプロモー

ション、さらに大手検査センターとの共同販促が実を結び、高い伸びを示しました。

肝細胞癌の診断補助マーカー測定試薬ＰＩＶＫＡ－Ⅱ製品群は、「ルミパルスＰＩＶ

ＫＡ－Ⅱ エーザイ」の採用施設の増加などにより好調に推移いたしました。しかしな

がら、血液凝固検査試薬などその他のメディカル関連製品については低調に推移いた

しました。 

 また、バイオ関連製品は、正常ヒト細胞培養製品「ＮＨＣシリーズ」が横ばいに推

移し、牛胎児血清（ＦＢＳ）は、市場価格の下落など競合の激化により前年を下回り

ました。 

 一方、新規の診断技術の開発など積極的な研究開発投資により販売管理費が増加し

連結営業利益は減少いたしました。また、前連結会計年度には、経営改革の一環とし

て営業外損失の計上と固定資産売却益による特別利益の計上があったため、経常利益

は前連結会計年度比20.2％増、当期純利益は前連結会計年度比20.8％減となりまし

た。 

 その他、当連結会計年度に行った主な施策といたしましては、10月に内部体制の効

率化と省力化を企図して新たな情報システムを導入し、経営管理システムを強化いた

しました。 

 一方、12月に体外診断用医薬品と医療機器の国際規格である「ＩＳＯ１３４８５：

２００３」の認証を取得、ならびに「ＩＳＯ９００１：２０００」の適用範囲を拡大

いたしました。今後とも品質マネジメントシステムの維持、向上をはかり一層高品質

な製品の提供に努力してまいります。  
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  なお、５月に業務用パソコンが盗難被害に遭う事件が発生いたしました。これに対し、

関係各位へのお詫びと報告を行うとともに、個人情報保護に対する社内管理体制の徹底策

を実施し、再発防止に向けた取り組みを強化しております。 

 また、５月に簡易血糖自己測定システム・簡単測糖シリーズを新発売いたしましたが、

そのうち「サイクリックＧＢセンサー（簡単測糖Ｇチップ）」について高温保管での経時

変化の試験結果により異常高値がみられたため、８月に自主回収し、販売を一時中止いた

しました。現在、販売再開に向けて検討を続けております。 
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（２）財政状態 

＜当連結会計年度のキャッシュ・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、前連結会

計年度末に比べ４億37百万円減少し、当連結会計年度末には41億25百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、５億円（前年同期は１億17百万円の使用）とな

りました。 

 これは主にその他流動負債の減少１億98百万円、仕入債務の減少１億39百万円等

の資金使用がありましたが、税金等調整前当期純利益１億43百万円に加え、減価償

却費３億28百万円、たな卸資産の減少１億95百万円等の資金獲得があったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、８億77百万円（前年同期は６億55百万円の獲

得）となりました。 

 これは主に有価証券の満期償還11億円、有形固定資産の売却による収入１億90百

万円等の資金獲得がありましたが、有形固定資産の取得４億66百万円、投資有価証

券の取得13億１百万円、投資その他の資産の取得４億円等の資金使用があったこと

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） 

 財務活動の結果使用した資金は、60百万円（前年同期より７百万円の増加）とな

りました。 

 これは主に短期借入金の返済による支出14百万円、配当金の支払44百万円等があ

ったことによるものであります。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 （注） 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 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．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）により計算しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、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、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 （％） 84.0 86.2 

時価ベースの自己資本比率 （％） 54.4 55.6 

債務償還年数 （年） － 0.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） － 185.2 
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（３）次期の見通し 

 今年４月に検査点数の引き下げを含む診療報酬の改定が実施され、当社を取り巻く

環境は、今後とも厳しい状況が続くものと思われます。この状況下で当社グループ

は、法令、倫理の遵守を基本とし、患者様のＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）向

上を第一に考え、以下の課題に鋭意取り組んでまいります。 

 営業面では、エーザイ株式会社との共同販促を強力に推し進め、積極的なプロモー

ションを展開してまいります。 

 メディカル関連では、臨床へのアプローチを強化するとともに効果的な販促策を実

施し、かつ、安全性と有用性を重視した学術情報の提供と収集により製品の普及・拡

大をはかる所存でございます。また、バイオ関連では、主力の正常ヒト細胞培養製品

「ＮＨＣシリーズ」は、品揃えの充実と重点施設への効果的なアプローチを推進し、

牛胎児血清（ＦＢＳ）は、企業販路への展開を企図した代理店共闘体制を強化、需要

の掘り起こしを進めてまいります。 

 研究開発面では、早期診断を実現するオリジナルで有用性の高い臨床検査薬の創出

を目指します。また、遺伝子関連では、遺伝子シグナル増幅技術「ＰＡＬＳＡＲ法」

を利用した製品開発を推進し、あわせて社内体制を確立し、事業化実現に取り組んで

おります。 

 品質保証面では、高品質の製品を安定的にお客様へ供給することで患者様のＱＯＬ

向上に貢献すべく、製造現場における技術力のさらなる向上をはかるとともに、「Ｉ

ＳＯ１３４８５」体制をさらに堅固なものとし、改正薬事法体制の維持、向上とあわ

せてグローバルに通用する品質と安全かつ有用な製品の提供をはかります。 

 その他、「業務の適正化」「リスク管理体制」「コンプライアンス体制」の充実を

目指した内部統制システムを構築し、全役員、従業員でその実践に取組んでまいりま

す。 

 また、現在、茨城事業所において環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」

の認証取得に取り組んでおりますが、今後とも全社をあげて環境に配慮した企業活動

を推進してまいります。 

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高は54億60百万円、営業利益は１億60

百万円、経常利益は１億70百万円、当期純利益は75百万円を見込んでおります。 

  

（４）事業等のリスク 

   本決算短信（連結および個別）に記載した業績予想および利益配当につきまして 

  は、当連結会計年度末日現在において入手可能な情報に基づき、当社グループが判断

  したものであります。従って潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのた

  め、市場の状況、金利、為替変動等の要因の変化により、実際の業績が記載されてい

  る予想数値と大きく乖離する可能性があります。 

   また、当社グループの経営成績および財務状況等（株価等を含む）に影響を及ぼす

  可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。  
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①新製品開発の不確実性 

  臨床検査薬業界では技術的な進歩をはじめとする急速な変化が生じると言え、新製品

 の開発と販売のプロセスは複雑かつ不確実であり、新製品として発売できないなどのリ

 スクがあります。当社が業界と市場の変化を十分に予想できず、独創的な製品と新技術

 を開発できない場合は、業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

②他社との提携等の成否 

  当社グループは他社と技術提携、販売提携などを行っておりますが、経営、財務ある

 いはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、提携による成果が望めず、当

 社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③繰延税金資産に関するリスク 

  当社グループの今後の事業展開で売上計画や新製品開発が計画通りにいかないなどの

 要因により繰延税金資産の一部あるいは全部の回収ができないと判断した場合は、当社

 グループの繰延税金資産は減額され、その結果、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能

 性があります。 

④他社との競合 

  臨床検査薬業界は競争が激しく、他社は当社グループより短期間に効果的な商品を研

 究、開発、製造、販売する可能性があり、また、多額の研究開発費を伴わない後発品に

 より攻勢を受ける可能性があり、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす

 可能性があります。 

⑤製品の欠陥 

  すべての臨床検査薬について欠陥が無く、将来的に重大なリコールが発生しないとい

 う保証はありません。また、製造物責任については保険に加入しておりますが、大規模

 なリコールや製造物責任賠償に結びつくような製品の欠陥は、多額の経費負担や当社の

 社会的信用に重大な影響を与え、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥製造ラインおよび物流センター停止の影響 

  技術上もしくは薬事行政上の問題、または突発的に発生する「災害や停電」「不慮の

 事故」等によって製造ラインおよび物流センターが停止する影響を完全に防止または軽

 減できる保証はありません。万一、製造ラインなどが停止した場合、業績と財務状況に

 悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

    上記のほか、医療に対する保険関連制度の改革、法的規制対応、知的財産保護、原材

 料調達、固定資産の減損、ＩＴセキュリティー、金融市況の動向、為替レートの動向、

 環境問題、訴訟などに対するリスクもありますが、これらに限定されるものではありま

 せん。  
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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日現在 
当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 

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   187,546   158,697  

２ 受取手形及び売掛金   1,581,583   1,516,023  

３ 有価証券   2,449,740   2,379,868  

４ たな卸資産   1,664,109   1,433,575  

５ 繰延税金資産   184,447   177,384  

６ 預け金   3,025,430   2,237,106  

７ その他   131,096   67,606  

貸倒引当金   △5,810   △9,430  

流動資産合計   9,218,145 67.2  7,960,832 59.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物及び構築物  2,325,455   2,321,275   

減価償却累計額  1,184,297 1,141,158  1,262,576 1,058,699  

(2）機械装置及び運搬具  496,175   500,701   

減価償却累計額  333,134 163,041  372,907 127,794  

(3）工具器具備品  1,531,507   1,542,444   

減価償却累計額  1,110,749 420,758  1,114,235 428,209  

(4）土地   247,930   247,930  

(5）建設仮勘定   19,181   84,050  

有形固定資産合計   1,992,069 14.5  1,946,683 14.5 

２ 無形固定資産   5,272 0.0  5,435 0.0 

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,463,309   2,170,566  

(2）繰延税金資産   978,027   903,307  

(3）その他   68,201   468,998  

投資その他の資産合計   2,509,538 18.3  3,542,872 26.3 

固定資産合計   4,506,879 32.8  5,494,991 40.8 

資産合計   13,725,025 100.0  13,455,823 100.0 
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前連結会計年度 

平成17年３月31日現在 
当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 

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   379,699   －  

２  買掛金   －   234,211  

３ 短期借入金   32,836   18,278  

４ 未払法人税等   36,767   24,509  

５ 賞与引当金   153,134   168,492  

６ 返品調整引当金   9,270   8,130  

７ その他   585,005   398,426  

流動負債合計   1,196,712 8.7  852,048 6.3 

Ⅱ 固定負債        

１ 退職給付引当金   661,001   685,017  

２ 役員退職慰労引当金   15,913   17,701  

３ その他   286,226   268,102  

固定負債合計   963,141 7.0  970,821 7.2 

負債合計   2,159,853 15.7  1,822,870 13.5 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   33,116 0.3  37,337 0.3 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  5,262,480 38.3  5,262,480 39.1 

Ⅱ 資本剰余金   5,383,920 39.2  5,383,920 40.0 

Ⅲ 利益剰余金   851,457 6.2  878,628 6.5 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  40,338 0.3  78,169 0.6 

Ⅴ 自己株式 ※２  △6,141 △0.0  △7,582 △0.0 

資本合計   11,532,054 84.0  11,595,616 86.2 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  13,725,025 100.0  13,455,823 100.0 
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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   5,452,524 100.0  5,395,599 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２  2,357,766 43.2  2,274,317 42.1 

売上総利益   3,094,758 56.8  3,121,281 57.9 

返品調整引当金戻入額  9,060   9,270   

返品調整引当金繰入額  9,270 210 0.0 8,130 △1,140 △0.0 

差引売上総利益   3,094,548 56.8  3,122,421 57.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

 2,906,483 53.3  2,973,560 55.1 

営業利益   188,064 3.5  148,861 2.8 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  39,596   36,086   

２ 受取配当金  683   752   

３ その他  12,904 53,184 1.0 2,536 39,375 0.7 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  3,136   2,701   

２ たな卸資産廃棄損  41,768   －   

３ たな卸資産評価損  5,006   －   

４ 品質保証費  24,531   12,840   

５ 為替差損  －   3,962   

６ その他   27,768 102,210 1.9 1,548 21,053 0.4 

経常利益   139,038 2.6  167,184 3.1 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※３ 88,507   1   

２ 投資有価証券売却益  5,993 94,500 1.7 － 1 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※４ 42,262   126   

２ 固定資産除却損 ※５ 19,751   16,644   

３ 減損損失  －   6,467   

４ ゴルフ会員権評価損  －   340   

５ 退職給付会計基準 
変更時差異償却 

 5,382 67,395 1.2 － 23,579 0.4

税金等調整前 
当期純利益 

  166,144 3.1  143,607 2.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

 10,825   11,108   

法人税等調整額  60,612 71,437 1.3 56,138 67,247 1.3 

少数株主利益   3,614 0.1  4,220 0.1 

当期純利益   91,091 1.7  72,139 1.3 
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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   5,383,920  5,383,920 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   5,383,920  5,383,920 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   760,366  851,457 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  91,091 91,091 72,139 72,139 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  － －   44,968 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   851,457  878,628 
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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 

   

１ 税金等調整前     
当期純利益 

 166,144 143,607 

２ 減価償却費  368,912 328,549 

３ 減損損失  － 6,467 

４ 貸倒引当金の増加額  290 3,620 

５ 受取利息及び 
受取配当金 

 △40,280 △36,839 

６ 支払利息  3,136 2,701 

７ たな卸資産廃棄損  73,531 42,622 

８ たな卸資産評価損  5,006 － 

９ 固定資産売却益  △88,507 △1 

10 固定資産売却損  42,262 126 

11 固定資産除却損  19,751 16,644 

12 退職給付引当金の 
増加額 

 46,403 24,015 

13 役員退職慰労引当金の 
増加額 

 2,805 1,788 

14 賞与引当金の増加額  33,904 15,358 

15 返品調整引当金の 
増加額（△減少額） 

 210 △1,140 

16 投資有価証券売却益  △5,993 － 

17 売上債権の減少額 
（△増加額） 

 △236,454 65,559 

18 たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 △366,825 195,252 

19 その他流動資産の 
減少額 

 78,166 53,523 

20 その他投資の減少額  6,177 8,578 

21 仕入債務の減少額  △123,448 △139,282 
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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） 

22 未払費用の増加額 
(△減少額）  

 8,902 △26,049 

23 その他流動負債の 
減少額 

 △135,522 △198,691 

24 その他  △1,865 △43,719 

小計  △143,294 462,691 

25 利息及び配当金の 
受取額 

 52,363 45,486 

26 利息の支払額  △3,136 △2,701 

27 法人税等の支払額  △23,329 △5,244 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △117,396 500,231 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 有価証券の売却・償還 
による収入 

 802,945 1,100,000 

２ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △182,174 △466,363 

３ 有形固定資産の売却 
による収入 

 12,522 190,253 

４ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △912 － 

５ 無形固定資産の売却 
による収入 

 574 － 

６ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △206,367 △1,301,273 

７ 投資有価証券の売却 
による収入 

 8,232 － 

８ 投資その他の資産の 
取得による支出 

 － △400,000 

９  投資その他の資産の 
売却による収入 

 220,372 － 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 655,191 △877,383 
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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） 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 短期借入金の借入によ
る収入及び返済による
支出（△）（純額） 

 △66,877 △14,557 

２ 自己株式の取得 
による支出 

 △672 △1,440 

３ 配当金の支払額   － △44,429 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △67,549 △60,427 

Ⅳ 現金及び現金同等物 
に係る換算差額 

 △1,913 524 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額（△減少額） 

 468,331 △437,055 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 4,093,829 4,562,160 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
期末残高 

※１ 4,562,160 4,125,105 
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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 

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  子会社は株式会社パルマビーズ研究所

１社であり、同社を連結しております。 

同左 

２ 持分法の適用に関する 

事項 

 該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算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 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 …連結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） 

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 

 時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品 

…総平均法による原価法 

②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 

①有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっておりま

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   ３～65年 

 機械装置及び運搬具   ７年 

 工具器具備品    ２～20年 

(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 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっておりま

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   ３～65年 

 機械装置及び運搬具   ７年 

 工具器具備品    ２～20年 

 ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、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）に基づいております。 

②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、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）に基づいております。 
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項目 
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）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権等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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

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、支給見込額のうち

当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

 ③返品調整引当金 

 販売済製品・商品の連結決算日後

に予想される返品による損失に備え

るため、連結決算日における売上債

権残高に直近２連結会計年度平均の

返品率及び当連結会計年度の利益率

を乗じた金額を計上しております。 

③返品調整引当金 

同左 

 ④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

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結決算日において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

 なお、会計基準変更時差異

（44,885千円）については５年の按

分額を特別損失として処理しており

ます。 

（追加情報） 

 前連結会計年度に早期退職優遇制

度の実施により大量の退職者が生じ

たため、当連結会計期間における当

該会計基準変更時差異に係る償却額

は5,382千円であり、特別損失として

計上しております。 

④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

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結決算日において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

  

 ⑤役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員を含む）の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を計

上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

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 

項目 
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 

 (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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6）その他連結財務諸表作成のための 

重要な事項 

 消費税等の会計処理 

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。 

(6）その他連結財務諸表作成のための 

重要な事項 

 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 

 連結調整勘定は発生しておりません。 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、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づ

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及び容易

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ヶ月以内に償還期限の到来する短

期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))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。

これにより営業利益および経常利益は266千円増加し、税

金等調整前当期純利益は6,200千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、減価償却累計額に含めております。 
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表示方法の変更 

追加情報 

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 

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 

   

────── 

  

  

  

  

   

────── 

  

  

  

  

  

  

────── 

 

  

  

   

 (連結貸借借対照表関係) 

 従来、仕入債務については「支払手形及び買掛金」と

して表示しておりましたが、当連結会計年度より支払手

形の発行を取りやめ、当期末において支払手形残高がな

いため、「買掛金」として表示しております。  

  

  (連結損益計算書関係) 

  前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含まれ

ておりました「為替差損」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度において区分掲記す

ることに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「為替差損」は9,976千円であります。 

  

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「たな卸

廃棄損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度において、営業外費用の「その他」に含めており

ます。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「たな卸廃棄損」は1,167千円であります。  

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 

（外形標準課税）  ────── 

 法人事業税の付加価値割及び資本割については、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））に基づき、

「販売費及び一般管理費」に28,058千円計上しておりま

す。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
平成17年３月31日現在 

当連結会計年度 
平成18年３月31日現在 

※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式17,999,560株

であります。 

※１          同左 

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式12,291

株であります。 

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式15,811

株であります。 

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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当       707,190千円

賞与引当金繰入額       116,970千円

退職給付費用        93,113千円

研究開発費       666,845千円

役員退職慰労引当金繰入額      4,402千円

貸倒引当金繰入額      290千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当        728,127千円

賞与引当金繰入額      125,131千円

退職給付費用        102,384千円

研究開発費     695,893千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,256千円

貸倒引当金繰入額  3,620千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費の総額       666,845千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費の総額       695,893千円

※３ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品      134千円

土地       88,372千円

   計       88,507千円

※３ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品         1千円

   計             1千円

※４ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物       3,973千円

工具器具備品   111千円

土地 30,163千円

無形固定資産 8,015千円

   計       42,262千円

※４ 固定資産売却損の内訳 

工具器具備品 126千円

   計          126千円

※５ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品      9,586千円

投資その他の資産のその他       10,164千円

   計        19,751千円

※５ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物    1,192千円

機械装置及び運搬具        635千円

工具器具備品 12,872千円

廃棄処理費用  1,943千円

   計         16,644千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

  

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 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 

（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     187,546千円

有価証券勘定   2,449,740千円

預け金勘定   3,025,430千円

計   5,662,718千円

有価証券勘定に含まれる 

長期投資に該当する金融商品 
△1,100,557千円

現金及び現金同等物   4,562,160千円

現金及び預金勘定   158,697千円

有価証券勘定   2,379,868千円

預け金勘定   2,237,106千円

計   4,775,671千円

有価証券勘定に含まれる 

長期投資に該当する金融商品 
△650,566千円

現金及び現金同等物 4,125,105千円

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 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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 

 
工具器具 

備品 
 合計 

取得価額相当額 80,760  80,760

減価償却累計額相当額 21,872 21,872

期末残高相当額 58,887 58,887

(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 

 
工具器具 

備品 
 合計 

  

取得価額相当額 

 千円

280,876
 

 千円

280,876

減価償却累計額相当額 62,324 62,324

期末残高相当額 218,552 218,552

(２）未経過リース料期末残高相当額 

１年内      20,048千円

１年超     39,362千円

合計 59,411千円

(２）未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 59,483千円

１年超     160,428千円

合計 219,911千円

(３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 27,624千円

減価償却費相当額 26,482千円

支払利息相当額 1,205千円

(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 41,944千円

減価償却費相当額 40,451千円

支払利息相当額 2,329千円

(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 

  

  

（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。 

-24-



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 

 ──────  （貸主側） 

 (１）リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失 

   累計額及び期末残高 

 
工具器具 

備品 
 合計 

  

取得価額 

 千円

18,727
 

 千円

18,727

減価償却累計額 9,102 9,102

期末残高 9,625 9,625

 (２）未経過リース料期末残高 

１年内 2,351千円

１年超    9,050千円

合計 11,402千円

 (３）受取リース料、減価償却費 

受取リース料 357千円

減価償却費 630千円

 (４）利息相当額の算定方法 

  未経過リース料期末残高は、未経過リース料期末残 

 高及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末 

 残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法によ 

 り算定している。  

  

（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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（有価証券関係） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 
      

(1）国債・地方債等 － － － － － － 

(2）社債 1,814,568 1,831,040 16,471 703,611 705,543 1,931 

(3）その他 399,847 403,360 3,512 199,884 200,144 259 

小計 2,214,415 2,234,400 19,984 903,495 905,687 2,191 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 
      

(1）国債・地方債等 － － － － － － 

(2）社債 100,000 99,990 △10 1,604,711 1,575,926 △28,785 

(3）その他 － － － － － － 

小計 100,000 99,990 △10 1,604,711 1,575,926 △28,785 

合計 2,314,415 2,334,390 19,974 2,508,206 2,481,613 △26,593 
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２ その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、連結会計年度末における時価が期首取得

原価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。また、回復可能性があると認められる場合を除

き、連結会計年度末における時価の下落率が期首取得原価の30％以上50％未満であるときは、前連結会計年度末

及び当連結会計年度末の時価並びに当連結会計年度中の時価の推移を勘案して、減損処理を行っております。 

３ 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 

区分 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

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 31,769 98,920 67,151 31,768 164,125 132,356 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 150,000 150,530 530 － － － 

小計 181,769 249,450 67,681 31,768 164,125 132,356 

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）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － 150,000 148,800 △1,200 

小計 － － － 150,000 148,800 △1,200 

合計 181,769 249,450 67,681 181,768 312,925 131,156 

種類 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ（マネー・マネジメント・ファンド） 451,129 451,237 

中期国債ファンド 308,051 308,145 

ＣＲＦ（キャッシュ・リザーブ・ファンド） 590,002 969,919 

計 1,349,183 1,729,301 
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４ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

５ 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の償還予定額 

（デリバティブ取引関係） 

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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

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） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

8,232 5,993 － － － － 

区分 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

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 900,451 1,014,117 － － 501,241 1,707,081 100,000 － 

③ その他 200,106 199,741 － － 99,944 99,939 － － 

(2）その他 － 50,180 － － 49,380 － － － 

計 1,100,557 1,264,038 － － 650,566 1,807,020 100,000 － 
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（退職給付関係） 

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 採用している退職給付制度の概要 

 確定給付型の制度として、退職金規程に基づく社内積

立の退職一時金制度のほか、適格退職年金制度に加入し

ております。 

 また、当社及び連結子会社は東京薬業厚生年金基金に

も加入しており、当該年金基金への要拠出額は退職給付

費用として処理しております。ただし、当該厚生年金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度で

あります。 

 なお、同基金の年金資産残高のうち、当社及び連結子

会社の掛金拠出割合に基づく平成17年３月31日現在の年

金資産残高は、935,272千円（代行部分を含む）でありま

す。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 確定給付型の制度として、退職金規程に基づく社内積

立の退職一時金制度のほか、適格退職年金制度に加入し

ております。 

 また、当社及び連結子会社は東京薬業厚生年金基金に

も加入しており、当該年金基金への要拠出額は退職給付

費用として処理しております。ただし、当該厚生年金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度で

あります。 

 なお、同基金の年金資産残高のうち、当社及び連結子

会社の掛金拠出割合に基づく平成18年３月31日現在の年

金資産残高は、1,159,162千円（代行部分を含む）であり

ます。 

２ 退職給付債務に関する事項 

（注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用して

おります。 

退職給付債務 720,756千円

年金資産残高 △59,754千円

未積立退職給付債務  661,001千円

退職給付引当金  661,001千円

２ 退職給付債務に関する事項 

（注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用して

おります。 

退職給付債務 752,528千円

年金資産残高 △67,511千円

未積立退職給付債務 685,017千円

退職給付引当金 685,017千円

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用   80,231千円

会計基準変更時差異の費用処理額   5,382千円

小計   85,613千円

厚生年金基金掛金拠出額   38,270千円

退職給付費用  123,884千円

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 88,193千円

小計 88,193千円

厚生年金基金掛金拠出額 42,217千円

退職給付費用 130,411千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数…５年 
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（税効果会計関係） 

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 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 

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 

(1）流動の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金   61,173千円

未払社会保険料    7,727千円

未払事業税等   12,373千円

繰越欠損金   85,772千円

その他   17,400千円

繰延税金資産の合計  184,447千円

(1）流動の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金    67,479千円

未払社会保険料    8,222千円

未払事業税等    7,231千円

繰越欠損金   73,671千円

その他 20,779千円

繰延税金資産の合計 177,384千円

(2）固定の部 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損   9,898千円

退職給付引当金  250,156千円

役員退職慰労引当金    6,428千円

繰越欠損金  804,297千円

その他   67,454千円

繰延税金資産の小計 1,138,236千円

評価性引当額 △132,865千円

繰延税金資産の合計 1,005,370千円

(2）固定の部 

（繰延税金資産） 

税務上の繰延資産 62,345千円

退職給付引当金 276,747千円

役員退職慰労引当金    7,151千円

繰越欠損金  597,760千円

その他 12,540千円

繰延税金資産の合計   956,545千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △27,343千円

繰延税金負債の合計 △27,343千円

繰延税金資産の純額  978,027千円

（繰延税金負債） 

株式等評価差額金 △53,237千円

繰延税金負債の合計 △53,237千円

繰延税金資産の純額 903,307千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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 
4.3％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.1％

住民税均等割 5.5％

評価性引当額 △6.4％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
43.0％

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 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
6.2％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.1％

住民税均等割 5.5％

繰越欠損金 △3.9％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
46.8％
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（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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、医薬品、診断用医薬品及び医療用機器等の研究開発・製造・販売を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため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）及び当連結会計年度（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属する連結子会社及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（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

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

（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） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 資金の寄託運用については、親会社のグループ内資金管理システムにより運用をしております。なお、利率

等については所定の条件に基づき決定しております。 

２ 商品・原料の仕入、試薬補償金については、市場価格、総原価を勘案して、当事者間の協議により決定して

おります。 

３ ロイヤリティーの支払については、平成16年４月１日から平成17年３月31日までの各実績に基づき、品目毎

にロイヤリティー額を計算し支払っております。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等
の被所有
比率 
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

親会社 

エーザ

イ株式

会社 

東京都

文京区 
44,985,721 

医薬品

等の製

造・販

売 

50.88 
出向 ２名

兼任 ３名

同社製品

の販売に

関する提

携、生産

に関する

提携、研

究開発に

関する提

携 

商品・原料の 

仕入 
7,465 買掛金 5

ロイヤリティー

の支払等 
260,653 

その他 

流動負債
271,833

研究負担の受入 25,639 
その他 

流動資産
26,920

資金の 

寄託運用 
3,014,297 預け金 3,025,430

受取利息 11,133   

雑収入 75 
その他 

流動資産
1,630

試薬補償金 9,516   
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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 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 資金の寄託運用については、親会社のグループ内資金管理システムにより運用をしております。なお、利率

等については所定の条件に基づき決定しております。 

２ ロイヤリティーの支払については、平成17年４月１日から平成18年３月31日までの各実績に基づき、品目毎

にロイヤリティー額を計算し支払っております。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

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）及び当連結会計年度（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。   

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等
の被所有
比率 
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

親会社 

エーザ

イ株式

会社 

東京都

文京区 
44,985,721 

医薬品

等の製

造・販

売 

50.88 
出向 ２名

兼任 ３名

同社製品

の販売に

関する提

携、生産

に関する

提携、研

究開発に

関する提

携 

ロイヤリティー

の支払等  
259,328 

その他 

流動負債
68,002

資金の 

寄託運用 
2,225,430 預け金 2,237,106

受取利息 11,675   

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      641.12円

１株当たり当期純利益金額      5.06円

１株当たり純資産額        644.78円

１株当たり当期純利益金額       4.01円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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） 91,091 72,139 

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） 91,091 72,139 

普通株式の期中平均株式数 （株） 17,988,276 17,985,545 
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５．製商品別生産実績表 

 主要製商品の種類別としてメディカル関連分野、バイオ関連分野、医療用機器、その他に区分しております。 

(1）生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

    ３．当連結会計年度より種類別区分の見直しを実施したことに伴い表示区分を変更したため、前年同期比較に 

      あたっては前連結会計年度を変更後の区分に組替えて表示しております。  

   

種別 

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 前年同期比（％） 

生産高（千円） 生産高（千円） 

メディカル関連分野 3,390,968 3,527,954 104.0 

生化学的検査 7,943 528 6.6 

免疫学的検査 2,787,965 3,053,372 109.5 

血液学的検査 473,993 370,679 78.2 

その他 121,065 103,374 85.4 

バイオ関連分野(研究用分野） 65,459 62,444 95.4 

医療用機器    13,332 17,496 131.2 

合計 3,469,759 3,607,895 104.0 
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(2）仕入実績 

 （注）１．金額は実際購入価格によっております。 

    ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．当連結会計年度より種類別区分の見直しを実施したことに伴い表示区分を変更したため、前年同期比較に 

      あたっては前連結会計年度を変更後の区分に組替えて表示しております。  

  

(3）受注実績 

 当社グループは見込み生産を行っているため該当事項はありません。 

種別 

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 前年同期比（％） 

仕入高（千円） 仕入高（千円） 

メディカル関連分野 503,701 349,551 69.4 

生化学的検査 242,929 134,881 55.5 

免疫学的検査 103,451 93,320 90.2 

血液学的検査 82,386 60,982 74.0 

微生物学的検査 18,322 13,248 72.3 

その他 56,611 47,118 83.2 

バイオ関連分野(研究用分野） 861,025 577,302 67.0 

医療用機器 346,662 235,458 67.9 

合計 1,711,389 1,162,312 67.9 
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(4）販売実績 

 （注）１．前連結会計期間及び当連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に 

対する割合 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より種類別区分の見直しを実施したことに伴い表示区分を変更したため、前年同期比較に 

  あたっては前連結会計年度を変更後の区分に組替えて表示しております。  

        ４. ㈱メディセオホールディングスは当連結会計年度中に㈱パルタックと経営統合し、㈱メディセオ・パルタ 

      ックホールディングスに名称変更しております。  

種別 

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 前年同期比（％） 

販売高（千円） 販売高（千円） 

メディカル関連分野 3,610,525 3,619,574 100.3 

生化学的検査 332,076 218,463 65.8 

免疫学的検査 2,583,176 2,794,008 108.2 

血液学的検査 497,764 443,172 89.0 

微生物学的検査 26,305 19,270 73.3 

その他 171,202 144,659 84.5 

バイオ関連分野（研究用分野） 1,030,706 978,716 95.0 

医療用機器 426,820 391,692 91.8 

その他 384,472 405,617 105.5 

合計 5,452,524 5,395,599 99.0 

相手先 
前連結会計期間 当連結会計期間 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱メディセオ・パルタ

ックホールディングス 
844,575 15.4 845,533 15.7 

アルフレッサ㈱ 636,801 11.6 721,457 13.4 

東邦薬品㈱ 669,940 12.2 665,217 12.3 
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