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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 138,357 － 13,283 － 13,671 －

17年３月期 35,446 － 1,592 － 1,596 －

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 8,064 － 135 91 133 73 13.0 11.2 9.9

17年３月期 167 － 3 68 3 41 0.4 1.3 4.5

（注）①持分法投資損益 18年３月期 134百万円 17年３月期 △56百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期   59,340,472株 17年３月期 44,144,679株

③会計処理の方法の変更 無

④決算期変更により、17年３月期は３ヶ月決算となったため、18年３月期・17年３月期いずれも売上高、営業利益、
経常利益、当期純利益の対前期増減率は記載しておりません。

(2）連結財政状態                                (注)記載金額は、百万円未満を切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 122,894 75,428 61.4 1,260 64

17年３月期 120,583 48,516 40.2 1,066 33

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 59,833,540株 17年３月期 45,494,339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 15,961 △5,088 △5,614 25,352

17年３月期 1,555 △744 △306 20,027

(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 25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 4社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 7社 持分法（新規） 1社 （除外） 1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 71,000 7,100 3,800

通　期 144,500 15,600 8,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　147円07銭

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。業績予測の前提となる仮定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、

添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、純粋持株会社であるみらかホールディングス株式会社（以下、「当社」という）と富士レビオ株式

会社、株式会社エスアールエル及びそれぞれの関連子会社より構成されており、臨床検査薬の製造・販売、臨床検査の

受託とその周辺事業及びその他のヘルスケア関連の事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び各会社の当該事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

（臨床検査薬事業）

　富士レビオ株式会社は、臨床検査薬の製造・販売を行っており、国内及び海外の代理店を通じて、医療機関及び受託

臨床検査会社等へ販売しております。株式会社テイエフビーは、フジレビオ ダイアグノスティックス社（米国）等から

輸入した商品の他、富士レビオ株式会社で製造した製品及び他社商品を国内の代理店を通じて、医療機関等へ販売して

おります。レビオ・ジェン株式会社は、主として米国のジェンプローブ社よりライセンス導入した核酸臨床検査薬を取

り扱っており、その輸入及び販売業務を富士レビオ株式会社に委託しております。

　海外では、台富製薬股份有限公司（台湾）は、自社で製造した製品ならびに富士レビオ株式会社より輸入する製品を

現地の医療機関等へ販売するとともに、臨床検査薬原料の一部を加工し、富士レビオ株式会社に輸出供給しております。

フジレビオ ダイアグノスティックス社は、一部の臨床検査薬を富士レビオ株式会社から輸入し、また自社で製造した放

射性同位元素を用いた製品及び癌関連臨床検査薬の抗原・抗体等を全世界の臨床検査薬会社等に販売しております。フ

ジレビオ アメリカ社（米国）は、フジレビオ ダイアグノスティックス社の全株式を保有する持株会社であります。

（受託臨床検査事業及び周辺事業）

　株式会社エスアールエルは、主に大規模病院を中心とした医療機関から特殊検査を受託しており、一部臨床検査薬の

製造・販売を行っております。株式会社エスアールエルの関連子会社は、主に地域の中小規模の病院及び診療所から一

般検査と特殊検査を受託し、特殊検査については株式会社エスアールエルへ委託しております。

　なお、関連子会社７社は本年４月１日付をもって、株式会社エスアールエルと合併いたしました。

　周辺事業としては、医療機関内の臨床検査室の運営受託、検体輸送業務、検査施設の庶務等の業務、検査システムの

保守・管理及び開発業務、検査機器システムの保守・管理及び開発業務等のサービスを行っております。

（その他の事業）

　滅菌事業は、主に大規模病院内の医療用具・器材・手術用の器具等を回収し、洗浄・消毒・滅菌を行い各診療部門へ

供給するサービスであり、治験事業は医薬品開発（治験）における治験検査の受託及び支援であります。また、健診機

関業務の請負や健康管理の栄養指導等のコンサルティング、診療所の開設・運営の支援、介護用品のレンタル等の事業

も行っております。

　以上のように当社グループは、臨床検査という事業領域を中核としながら、各社がそれぞれ有機的かつ補完的な関係

性にあり、事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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事業系統図
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㈱エスアールエル北海道 

㈱エスアールエル静岡 

㈱シオノギバイオメディカルラボラトリーズ 

㈱エスアールエル北陸 

㈱フォーネット 

㈱エスアールエルテクノシステム 

㈱ティーエスエル ㈱エスアールエル・ラボ・クリエイト 

㈱南信臨床検査研究所 

㈱生命情報分析センター 

㈱エスアールエル西日本 

㈱ヘルスサービス長野 

㈱エスエスシー 

㈱プレアード 

受託臨床検査事業及び周辺事業 

㈱エスアールエル 

富士レビオ㈱ 

台富製薬股有限公司 

㈱テイエフビー レビオ・ジェン㈱ 

フジレビオアメリカ社 フジレビオダイアグノスティックス社 

臨床検査薬事業 

その他  非連結子会社で持分法非適用会社     １社 

     持分法非適用関連会社          ２社 

（滅菌事業） 

日本ステリ㈱ 九州ステリ㈱ 

ケアレックス㈱ 

その他の事業 

（治験事業） 

㈱エスアールエル・メディサーチ 

（その他） 

㈱ヒューマンヘルスプロモーション ウエルクリニックス㈱ 

㈱日本臨床薬理研究所 

その他    持分法適用会社           １社 

顧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

客

 

連結子会社 持分法適用会社 

（サービス） 

(検査サービス) 

（商品・製品） 

（商品・製品） 

　（注）１．㈱エスアールエルは、一部、臨床検査薬事業を行っております。

　　　　２．㈱エスアールエルへの吸収合併により３社（㈱エスアールエル東京メディカル・㈱ＳＢＳ・㈱メディウイング）、株式の売却に

　　　　　　より２社（㈱リジョイス・㈱リジョイス薬局）及び清算により１社（㈱エスアールエル・ユウメディカル）が、連結除外となり

　　　　　　ました。

　　　　３．㈱日本臨床薬理研究所は、株式の売却及び増資引受により、連結子会社より持分法適用会社となりました。

　　　　４．㈱ジェー・ジー・エスは、清算により持分法適用除外となりました。 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは「人の命を尊び、人の健康を守ることに自覚と責任をもち、新しい価値の創造を通じて世界の医療

に貢献します。」という経営理念のもと、次のような経営方針をもって事業活動を行っております。

　＜経営方針＞

・顧客のニーズに応えることを最優先とし、信頼性の高い商品、情報、サービスを提供します。

・環境保全に万全をつくし、地域社会と良好な関係維持に努めます。

・社員一人ひとりの個性を伸ばし、公平な機会と公正な評価による働きがいのある明るい職場づくりを目指します。

・誠実で健全な経営活動を行い、株主の信頼に応えます。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策の一つとして位置付けており、連結配当性向を重視しつつ、中長

期的な業績及び財務状況の見通しをも総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本としておりま

す。　

　当期末の配当金につきましては、通期業績が期初計画を上回ったことから、１株につき18円の普通配当とさせてい

ただき、中間配当を加えた年間の１株当たり配当金は28円となります。

　内部留保金は、中長期的な成長につながる事業投資として、主に研究開発及び事業基盤強化・拡充のための資金に

充当してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資家の拡大及び株式の流動性の向上を経営の重要課題の一つとして認識しており、平成17年３月１日よ

り１単元の株式数を500株から100株に引き下げております。

(4）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、収益力の向上と業容の更なる拡大の両立を図ることを基本方針とし、今後のグローバル展開を見

据えた事業基盤の整備を含め、様々な経営課題に対処していく所存であります。

　販売・サービス面におきましては、お客様感激度の向上をすべての原点とし、実効性ある各種販売政策の推進と組

織体制の強化を併行して実施し、シームレスかつ強固な営業基盤の確立を目指します。

　研究開発面におきましては、既存領域への研究開発投資と将来を見据えた戦略的な先行投資のバランスに留意しつ

つ、お客様ニーズを的確に捉え、かつ差別化を訴求できる商品開発に注力することを基本的課題とし、積極的に取り

組んでまいります。

　生産面におきましては、生産性改善に資する諸施策を継続して推進し、コスト競争力をより高めてまいります。

　さらに、今後も予想される厳しい業界動向にも柔軟かつ果敢に対応するべく、企業提携の強化やＭ＆Ａも引き続き

極めて重要な経営戦略であると位置付けております。

　これらの経営政策をスピード感をもって着実に進め、企業価値の増大に会社総力を結集して取り組んでいく所存で

あります。

(5）環境・品質に関する施策

　当社グループは、環境保全・改善に万全をつくし、自然及び地域社会との共生に努めるとともに、お客様に選ばれ

愛される企業グループであり続けるために、国際規格ＩＳＯ 14001認証のもと、各種の環境活動に取り組んでおります。

　一方、商品品質では、富士レビオ㈱において、国際規格ＩＳＯ 9001、ＩＳＯ 13485、ＣＥマーキングの認証のもと、

品質マネジメントシステムの維持向上を目指しております。

　また、㈱エスアールエルにおいて、米国臨床病理協会（ＣＡＰ）、財団法人日本適合性認定協会（ＪＡＢ）の臨床

検査室認定制度（ＩＳＯ 15189）の認証のもと、お客様にご安心いただけるサービスを提供できるよう、品質の向上

を追求し続けております。

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大基調にあり、足元では景気拡大に対する信頼感が強まっ

ている状況にあります。

　臨床検査業界におきましては、増加する医療費の抑制のための医療制度改革が引き続き進められ、顧客からの

価格引下げ要請の高まりと同業他社との競争激化が相俟って、事業環境は一段と厳しさを増しております。

　このような環境のなか、当社グループといたしましては目標を「グローバルなライフサイエンス企業」の実現

とし、経営諸施策を着実に進めてまいりました。

　最高品質の追求、お客様の視点による研究開発の推進と商品構成の拡充、グローバル展開に向けた事業構想へ

の着手、販売・サービス・検査体制の強化と再構築ならびに全社的なコスト削減などの施策を推進し、業容の拡

大及び経営効率の向上に努めてまいりました。

　当連結会計年度の売上高は、臨床検査薬事業ならびに受託臨床検査事業及び周辺事業におきましては、概ね堅

調に推移いたしましたが、その他事業のうち治験事業につきましては、低調な結果に終わりました。

　経費面におきましては、システム機器開発等の研究開発費が計上されたものの、昨年４月１日付をもって実施

した受託臨床検査３社の合併及び合理化施策等の推進により、収益性の向上を図ることができました。

　特別損益項目では、調剤薬局事業の売却益 3,710百万円を特別利益として計上した一方で、希望退職制度の実

施に伴う特別退職金等 3,015百万円及び電子カルテ事業譲渡損 476百万円を特別損失として計上いたしました。

　これらの結果といたしまして、当連結会計年度の売上高は 138,357百万円となり、営業利益 13,283百万円、経

常利益 13,671百万円、当期純利益 8,064百万円となりました。

(2）事業の種類別セグメントの状況

■ 臨床検査薬事業

　　 CL-EIA系製品群は、システム機器である「ルミパルス Forte（フォルテ）」の市場への設置が進行し、専用

 　試薬である感染症、ガン及びホルモン関連の検査用試薬を中心に販売が堅調に推移いたしましたが、システム

   ラインの拡充に向けて開発を進めておりました「ルミパルス PrestoⅡ（プレストⅡ）」及び「ルミパルス S

  （エス）」の市場展開が遅延したため、当初計画の達成には至りませんでした。一方、インフルエンザ検査用

　 試薬は流行が早期収束したものの順調に売上を伸ばしました。

　　 この結果、売上高は 29,851百万円、営業利益は 7,322百万円となりました。

 　なお、今後に向けた生産能力の増強及びグローバル展開を視野に入れて建設中であった宇部工場の新生産棟

の増設は完了し、本年７月よりの本稼動を予定しております。

■ 受託臨床検査事業及び周辺事業

 　全般的に検査受託価格の引下げを余儀なくされたものの、営業拡販施策の推進による業務量の増加により売

 上は概ね堅調に推移し、昨年４月１日付をもって実施した受託臨床検査３社（㈱エスアールエル、㈱エスアー

 ルエル東京メディカル、㈱ＳＢＳ）の合併、希望退職制度の実施等のコスト削減施策も奏功した結果、売上高

  95,234百万円、営業利益 5,365百万円となりました。

 　なお、本年４月１日付をもって受託臨床検査８社（㈱エスアールエル、㈱エスアールエル北海道、㈱エスア 

 ールエル北陸、㈱エスアールエル静岡、㈱エスアールエル西日本、㈱ティーエスエル、㈱南信臨床検査研究

 所、㈱生命情報分析センター）を合併し、受託臨床検査会社の再編は完了いたします。

 　また、八王子ラボ群に建設中でありましたＭＵＱＳラボ（高機能ラボ）が昨年末竣工し、既存ラボからの検

 査業務の集約化と標準化により、効率的かつ迅速な検査体制を整備することができました。

■ その他の事業 

　 滅菌事業につきましては、継続して受託病院の新規獲得及び業務効率の向上に努めた結果、売上高は 8,104

 百万円となりました。

 　治験事業につきましては、受託先での臨床開発中の薬剤の審査遅延や新たな業務受注の伸び悩み等により、

 売上高は 4,016百万円となりました。

　 なお、事業の選択と集中の一環として、昨年４月１日付にて調剤薬局事業２社（㈱リジョイス及び㈱リジョ

 イス薬局）の所有全株式を売却し、調剤薬局事業から撤退いたしました。

 　また、㈱日本臨床薬理研究所は持分比率が低下したことに伴い、連結対象子会社から持分法適用関連会社に

 変更となりました。

 　これらの結果、その他の事業での売上高は 13,271百万円、営業利益は 492百万円となりました。
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２．財政状態

　当連結会計年度末の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5,361百万円増加

し、25,352百万円となりました。

　なお、前連結会計年度は、決算期の変更により３ヶ月決算となっているため、当連結会計年度との比較は行って

おりません。

　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）

　当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、15,961百万円となりました。この主な要因は、税金等

調整前当期純利益が12,953百万円、非資金支出項目である減価償却費が8,414百万円であり、売上債権が2,193百万

円減少した一方、投資有価証券売却益の振替が3,714百万円あり、たな卸資産が848百万円増加し、法人税等の支払

が3,931百万円あったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、5,088百万円となりました。この主な要因は、子会社株

式売却による収入4,172百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出6,349百万円、無形固定資産の取得に

よる支出2,616百万円及び関係会社株式の取得による支出329百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、5,614百万円となりました。この主な要因は、株式の発

行による収入が352百万円あった一方、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が5,334百万円、配当金の支払

が810百万円あったためであります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年12月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率 （％） 37.7 40.2 61.4

時価ベースの株主資本比率 （％） 51.2 63.6 117.1

債務償還年数 （年） 2.0 2.5 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 155.7 48.1 116.6

（注）株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊　株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行株式総数により算出しております。

＊　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払っているすべての

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。
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３．次期の見通し

(1）連結業績見通し

　平成18年度の臨床検査業界におきましては、診療報酬点数の改訂が行われ、市場環境は一段と厳しさを増すも

のと思われます。

　このような事業環境が予測されるなか、当社グループといたしましては、最高品質とお客様優先をキーワード

に、経営統合によりコア事業となる臨床検査薬事業と受託臨床検査事業の更なる成長を実現すべく経営諸施策を

スピード感をもって推進するとともに、グループ間シナジーの創出、拡大、経営効率の改善に鋭意取り組んでま

いる所存です。

　当社グループ全体における次連結会計年度の業績につきましては、売上高1,445億円、営業利益155億円、経常

利益156億円、当期純利益88億円を見込んでおります。

　なお、次期配当金につきましては、次期及び中期の計画と財務状況の見通し、連結配当性向を総合的に勘案の

上、一株につき32円を予定しております。

(2）上記見通しに関する注意事項

　業績の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであるため、実際の業績は

これと異なることがあります。

４．事業等のリスク

　　当社グループの経営成績及び財務状況などに影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のものがあります。

　なお、文中の将来における事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

(1）研究開発に関するリスク 

　当社グループは、効率的かつ迅速な新製品及び新技術の研究開発に注力しておりますが、研究開発の途上に

おいて有効性・安全性等の薬事承認に必要とされる基準に満たない事由によって研究開発を断念せざるを得な

い場合があり、それまでにかかったコストを回収できない可能性や、研究開発方針の見直しを余儀なくされる

可能性があります。

(2）知的財産権に関するリスク

　当社グループの製品は、物質・製法など複数の特許によって、一定期間保護されております。当社グループ 

では、特許権を含む知的財産権を厳しく管理し、他者からの侵害に対しても常に注意を払っておりますが、保

有する知的財産権が第三者から侵害を受けた場合には、期待される収益が失われる可能性があります。また、

当社グループの製品が他社の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。

(3）市場環境の変化によるリスク

　医療制度の大きな改革が継続的に進められるなか、当社グループの事業環境は、市場における他社との競合 

なども加わり、一段と厳しさを増しております。これらの市場環境の変化が市場価格に影響を及ぼし、当社グ 

ループへの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(4）法的規制等に関するリスク

　当社グループには、国内では薬事法ならびに関連する法律等の、また、海外ではＦＤＡ等による法的規制が

あります。将来において、法律の改正や規制強化等が行われる場合には、当社グループの事業活動への制限や

事業運営に係るコスト増加につながる可能性があります。

(5）精度管理に関するリスク

　当社グループにおける精度管理は、検査結果の正確性を維持するために最も重要な事項であります。当社グ

ループの主要な受託臨床検査事業会社は、定期的に日本医師会他、各種公的機関等のサーベイに参加し、精度

管理の徹底に努めております。また、財団法人医療関連サービス振興会主催のサービスマーク認定及びＩＳＯ

15189の認証等を取得するなど社内体制の構築にも注力しております。

　しかしながら、不測の事態により適正な検査ができない場合は検査精度が低下し、信頼性が損なわれること

により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(6）情報の取扱に関するリスク

　当社グループは大量の患者個人情報やその検査データを保有しておりますが、そのセキュリティの確保と平

成17年４月に施行された個人情報保護法の遵守体制構築は経営の重要課題の一つであります。その一環として、

㈱エスアールエルでは、プライバシーマーク認証を平成17年２月に取得いたしました。また、情報システムの

セキュリティ対策としてＩＳＭＳ及びＢＳ7799の認証を取得しております。

　しかしながら、犯罪行為等により個人情報の流出が発生した場合、信用が失墜することにより、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7）災害、事故等に起因する事業活動の停止、制約等による影響 

　当社グループの各事業所或いは顧客である医療機関等が大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われ、操

業に支障が発生した場合には、業績に影響を与える可能性があります。また、労働災害、設備事故等が発生 

した場合には、事業活動の制約、停止等により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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   19,959   25,261  5,302

２．受取手形及び売掛金   29,196   25,906  △3,289

３．有価証券   191   90  △100

４．たな卸資産   7,831   8,208  376

５．繰延税金資産   2,157   2,222  65

６．その他   1,953   1,895  △58

　　貸倒引当金   △163   △187  △23

流動資産合計   61,125 50.7  63,397 51.6 2,272

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※２        

(1）建物及び構築物  37,022   37,544    

減価償却累計額  22,849 14,172  23,851 13,693  △479

(2）機械装置及び運搬具  7,787   8,279    

減価償却累計額  6,085 1,701  6,589 1,689  △12

(3）工具器具及び備品  35,194   35,956    

減価償却累計額  26,472 8,722  27,357 8,599  △123

(4）土地   7,748   7,692  △56

(5）建設仮勘定   577   1,960  1,382

有形固定資産合計   32,923 (27.3)  33,635 (27.4) 711

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   7,728   7,659  △69

(2）連結調整勘定   －   3,435  3,435

(3) その他　 ※３  6,933   1,530  △5,402

無形固定資産合計   14,662 (12.2)  12,625 (10.3) △2,037

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  4,583   5,504  920

(2）繰延税金資産   3,252   3,305  53

(3）その他   4,221   4,612  390

　　貸倒引当金   △186   △187  △0

投資その他の資産合計   11,870 (9.8)  13,235 (10.7) 1,364

固定資産合計   59,457 49.3  59,496 48.4 38

資産合計   120,583 100.0  122,894 100.0 2,311
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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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   10,597   8,716  △1,880

２．１年内償還予定の転換
社債 

  －   403  403

３．短期借入金 ※２  7,656   6,142  △1,514

４．未払金   －   6,342  6,342

５．未払法人税等   1,341   3,007  1,666

６．賞与引当金   3,432   3,329  △102

７．その他   9,863   4,062  △5,801

流動負債合計   32,891 27.3  32,003 26.0 △887

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債   1,991   －  △1,991

２．長期借入金 ※２  8,186   4,660  △3,526

３．退職給付引当金   9,119   9,175  55

４．役員退職慰労引当金   327   236  △90

５．その他   798   780  △17

固定負債合計   20,423 16.9  14,854 12.1 △5,569

負債合計   53,314 44.2  46,857 38.1 △6,457

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   18,751 15.6  607 0.5 △18,143

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※７  6,329 5.3  7,300 6.0 971

Ⅱ　資本剰余金   7,727 6.4  23,022 18.7 15,294

Ⅲ　利益剰余金   37,638 31.2  44,947 36.6 7,309

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  495 0.4  903 0.7 408

Ⅴ　為替換算調整勘定   △353 △0.3  37 0.0 390

Ⅵ　自己株式 ※８  △3,320 △2.8  △783 △0.6 2,537

資本合計   48,516 40.2  75,428 61.4 26,911

負債、少数株主持分及び
資本合計

  120,583 100.0  122,894 100.0 2,311
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   35,446 100.0  138,357 100.0

Ⅱ　売上原価   22,852 64.5  84,879 61.3

売上総利益   12,594 35.5  53,477 38.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

      

１．販売促進費  183      

２．広告宣伝費  62      

３．支払手数料  1,427      

４．給料・賞与  2,559      

５．賞与引当金繰入額  908      

６．退職給付費用  214      

７．役員退職慰労引当金繰
入額

 23      

８．福利厚生費  525      

９．賃借料  592      

10．減価償却費  636      

11．交通費  466      

12．研究開発費 ※２ 1,663      

13．その他  1,736 11,001 31.0  40,194 29.1

営業利益   1,592 4.5  13,283 9.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息及び受取配当金  39   88   

２．持分法による投資利益  －   134   

３．賃貸収入  18   －   

４．業務受託収入  22   137   

５．保険配当金収入  －   88   

６．その他  77 158 0.4 240 690 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  34   140   

２．持分法による投資損失  56   －   

３．投資事業持分損失  21   33   

４．貸与資産関係諸費用  14   53   

５．その他  27 154 0.4 76 303 0.2

経常利益   1,596 4.5  13,671 9.9
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前連結会計年度

（自　平成17年１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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ 3   9   

２．役員退職慰労引当金戻
入額

 4   －   

３．貸倒引当金戻入額  0   －   

４．投資有価証券売却益 ※４ 28   3,714   

５．その他  － 37 0.1 127 3,851 2.8

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 44   307   

２．固定資産売却損 ※６ 13   155   

３．経営統合費用  717   －   

４．たな卸資産廃棄損  3   －   

５．特別退職金等 ※７ －   3,015   

６．電子カルテ事業譲渡損  －   476   

７．減損損失 ※８ －   47   

８．その他  347 1,126 3.2 566 4,569 3.3

税金等調整前当期純利
益

  506 1.4  12,953 9.4

法人税、住民税及び事
業税

 1,371   5,294   

法人税等調整額  △1,095 275 0.7 △424 4,870 3.6

少数株主利益   63 0.2  18 0.0

当期純利益   167 0.5  8,064 5.8
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１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（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   6,195  7,727

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．株式交換による増加高  －  14,325  

２．転換社債の転換による増加高  1,492  793  

３．新株予約権の行使による増加
高

 40  176  

４．自己株式処分差益  0 1,532 － 15,295

Ⅲ　資本剰余金減少高      

１．自己株式処分差益  － － 0 0

Ⅳ　資本剰余金期末残高   7,727  23,022

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   37,856  37,638

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．連結子会社持分変動による増
加高

 －  192  

２．当期純利益  167 167 8,064 8,257

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  339  776  

２．取締役賞与金  45  5  

３．自己株式処分差損  － 385 166 948

Ⅳ　利益剰余金期末残高   37,638  44,947
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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17年１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（百万円） 金額（百万円）

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  506 12,953

減価償却費  2,025 8,414

減損損失  － 47

連結調整勘定償却額  258 499

賞与引当金の増減額（△
は減少額）

 2,169 5

退職給付引当金の増減額
（△は減少額）

 25 23

貸倒引当金の増減額（△
は減少額） 

 － 21

受取利息及び受取配当金  △39 △88

持分法による投資損益
（△は利益）

 56 △134

為替差損益（△は差益）  △3 －

支払利息  34 140

投資有価証券売却益 ※２ － △3,714

固定資産除却損  44 307

特別退職金等  － 3,015

売上債権の増減額（△は
増加額）

 △275 2,193

たな卸資産の増減額（△
は増加額）

 308 △848

その他流動資産の増減額
（△は増加額）

 93 401

仕入債務の増減額（△は
減少額）

 △443 △488

その他流動負債の増減額
（△は減少額）

 △938 △356

その他  22 474

小計  3,846 22,866

利息及び配当金の受取額  39 87

利息の支払額  △32 △136

特別退職金等の支払額  － △2,923

法人税等の支払額  △2,297 △3,931

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,555 15,961
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前連結会計年度

（自　平成17年１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（百万円） 金額（百万円）

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

 △32 －

　　　定期預金の払戻による収
入

 17 －

貸付金の返済による収入  12 －

有価証券の償還による収
入

 650 －

有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,040 △6,349

無形固定資産の取得によ
る支出

 △677 △2,616

投資有価証券の売却によ
る収入

 232 －

出資金による支出  △22 －

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
収入

※２ 92 4,172

関係会社株式取得による
支出

 △128 △329

その他  151 34

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △744 △5,088
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前連結会計年度

（自　平成17年１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（百万円） 金額（百万円）

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
（△は純減少額）

 △6,363 △3,540

長期借入金の借入による
収入

 6,750 －

長期借入金の返済による
支出

 △301 △1,794

配当金の支払額  △339 △810

少数株主への配当金の支
払額

 △97 －

自己株式の取得による支
出

 △20 －

株式の発行による収入  80 352

その他  △13 177

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △306 △5,614

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 28 103

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 533 5,361

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 19,494 20,027

Ⅶ　連結除外による現金及び現
金同等物の減少額

 － △36

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 20,027 25,352
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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17年１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　　３１社

　㈱テイエフビー、レビオ・ジェン㈱、

台富製薬股份有限公司、フジレビオ　

アメリカ社、フジレビオ　ダイアグノ

スティックス社、㈱エスアールエル及

びその連結子会社２５社

　（除外）　１社

㈱日研医学　（株式の売却による）

 

(1）連結子会社の数　　２５社

　主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、㈱

エスアールエル西日本、㈱シオノギバ

イオメディカルラボラトリーズ、日本

ステリ㈱、㈱エスアールエル・メディ

サーチ、㈱テイエフビー、㈱エスアー

ルエル北海道、フジレビオ　アメリカ

社（米国）、フジレビオ　ダイアグノ

スティックス社（米国）、㈱ティーエ

スエル

　（新規）　１社

富士レビオ㈱　（新設分割による）

  （除外）　７社

㈱エスアールエル東京メディカル（合

併による）、㈱ＳＢＳ（合併によ

る）、㈱リジョイス（株式の売却によ

る）、㈱リジョイス薬局（株式の売却

による）、㈱日本臨床薬理研究所（株

式の売却による）、㈱エスアールエ

ル・ユウメディカル（清算による）、

㈱メディウイング（合併による）

(2）非連結子会社の名称等

フジレビオ　ヨーロッパ社（オラン

ダ）、システムサービス㈱

(2）非連結子会社の名称等

フジレビオ　ヨーロッパ社（オランダ）

 

(3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由

　非連結子会社　フジレビオ　ヨー

ロッパ社他１社は、小規模会社であり、

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、

連結範囲から除外しております。

(3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由

　非連結子会社　フジレビオ　ヨー

ロッパ社は、小規模会社であり、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、連結

範囲から除外しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１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．持分法の適用に関する事項 　関連会社７社のうち、㈱ジェー・ジー・

エス他３社について持分法を適用してお

ります。

　持分法を適用していない非連結子会社

フジレビオ　ヨーロッパ社他１社及び関

連会社　バイオ・ラッド　富士レビオ㈱

他２社は、それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等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

法の適用から除外しております。

　当連結会計年度に当社の決算日を変更

したことに伴う経過措置として、当連結

会計年度において、ケアレックス㈱、㈱

メディヴァンス、㈱ジェー・ジー・エス

の平成16年10月１日から平成17年３月31

日までの６ヶ月、また、㈱ヘルスサービ

ス長野の平成17年１月１日から平成17年

３月31日までの３ヶ月の持分損益計算を

行っております。

（1）持分法適用関連会社の数　４社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービス長野、

㈱メディヴァンス、㈱日本臨床薬理研究所

　　（除外）　１社

㈱ジェー・ジー・エス（清算による）

　なお、㈱日本臨床薬理研究所は、株式

売却及び増資引受により当連結会計年度

の上期末から持分法適用関連会社となっ

ております。

（2）持分法を適用していない非連結子会

社（フジレビオ　ヨーロッパ社）及び関

連会社（バイオ・ラッド　富士レビオ㈱

他１社）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。

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。

なお、当社の決算日を変更したことに

伴い、すべての連結子会社は決算日を12

月31日から３月31日に変更いたしました。

　連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

 

４．会計処理基準に関する事項 （イ）有価証券 （イ）有価証券

 (1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

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

　　主として移動平均法による原価法

　　なお、投資事業組合への出資（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

　

  （ロ）デリバティブ

時価法

 （ロ）デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１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）

  （ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

主として移動平均法による原価法

 （ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

製品・仕掛品

主として総平均法による原価法

製品・仕掛品

同左

(2）重要な減価償却資産の減 （イ）有形固定資産 （イ）有形固定資産

　価償却の方法 　当社及び国内連結子会社は定率法を採

用し、在外連結子会社は定額法によって

おります。

　ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

同左

建物及び構築物　　　　６～50年

機械装置及び運搬具　　４～15年

工具器具及び備品　　　２～20年

 

 

 

 （ロ）無形固定資産 

　当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外連結子会社については、見積

耐用年数に基づく定額法によっておりま

す。

　なお、在外（米国）連結子会社につい

ては、一部減損会計が適用されており、

回収可能性があると認められる以外の場

合には、減損処理をすることとしており

ます。

　また、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

 （ロ）無形固定資産 

　当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外連結子会社については、見積

耐用年数に基づく定額法によっておりま

す。 

　また、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

  （ハ）長期前払費用

　当社及び国内連結子会社は支出の効果

が及ぶ期間で均等償却しており、在外連

結子会社については、定額法によってお

ります。

 （ハ）長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金 （イ）貸倒引当金 

 　債権の貸倒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。

同左

 （ロ）賞与引当金 

　当社及び国内連結子会社は、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見込相当額

を計上しております。

（ロ）賞与引当金 

　国内連結子会社は、従業員の賞与支給

に備えるため、支給見込相当額を計上し

ております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１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）

 （ハ）退職給付引当金 

　当社及び国内連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

　なお、過去勤務債務（債務の減額）に

ついては、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年又は

10年）による定額法により費用処理して

おります。

　また、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年又は

10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。

（ハ）退職給付引当金 

　主要な国内連結子会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

　なお、過去勤務債務（債務の減額）に

ついては、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年又は

10年）による定額法により費用処理して

おります。 

  また、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年又は

10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。 

 （ニ）役員退職慰労引当金 

　当社及び主要な国内連結子会社は、役

員の退職慰労金支給に備えるため、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。

（ニ）役員退職慰労引当金

　主要な国内連結子会社は、役員の退職

慰労金支給に備えるため、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。

(4）重要な外貨建の資産及び

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。

　なお、在外子会社等の資産・負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益・費用は、期中平均相場に

より円貨に換算し、為替差額は少数株主

持分及び資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

同左

　

(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 （イ）ヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 

 　主として繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

　なお、為替予約及び通貨スワップにつ

いては、振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を採用しております。

　また、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては、特例処理を採

用しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１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）

 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段   ヘッジ対象 

 為替予約  外貨建輸出入取引

 通貨スワップ 外貨建輸出入取引

 金利スワップ 借入金

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左

 （ハ）ヘッジ方針 

　当社及び国内連結子会社は、内規に基

づき、為替相場変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしております。

　原則として、実需に基づくものを対象

としてデリバティブ取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引は行ってお

りません。

（ハ）ヘッジ方針 

　内規に基づき、為替相場変動リスク及

び金利変動リスクをヘッジしております。

　原則として、実需に基づくものを対象

としてデリバティブ取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引は行ってお

りません。 

 （ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証しており

ます。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する元本・利率・期間等の重要な条

件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて

高いことから、ヘッジの有効性の判断は

省略しております。

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）消費税及び地方消費税の

会計処理

　税抜方式によっております。

　固定資産に係る控除対象外消費税等は、

投資その他の資産の「その他」に計上し、

５年間で均等償却しております。

　税抜方式によっております。

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．連結調整勘定の償却に関す

る事項

　連結調整勘定の償却については、その

個別案件毎に判断し、20年以内の合理的

な年数で均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

　連結剰余金計算書における利益処分に

ついては連結会計年度中において確定し

た利益処分に基づいて処理しております。

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

　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
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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17年１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 47百万円減少し

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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１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）

（連結貸借対照表）

　証券取引法の改正に伴い、前連結会計年度まで「出資

金」に含めておりました投資事業組合出資金（252百万

円）は、当連結会計年度より「投資有価証券」に含めて

表示することとなりました。

　なお、前連結会計年度の投資事業組合出資金は 246百

万円であります。

 

 

 

  

 

（連結損益計算書）　 

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「賃貸収入」は、営業外収益の合計

額の100分の10を超えることとなったため当連結会計年

度においては区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前連結会計年度における「賃貸収入」の金額

は 55百万円であります。

２．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「業務受託収入」は、営業外収益の

合計額の100分の10を超えることとなったため当連結会

計年度においては区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前連結会計年度における「業務受託収入」の金

額は ３百万円であります。　

３．前連結会計年度まで特別損失の「固定資産除売却損」

に一括して表示しておりました「固定資産除却損」は、

金額的な重要性が増したため、当連結会計年度において

区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前連結会計年度末における「固定資産除却損」

の金額は 63百万円であります。

４．前連結会計年度まで特別損失の「固定資産除売却損」

に一括して表示しておりました「固定資産売却損」は、

金額的な重要性が増したため、当連結会計年度において

区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前連結会計年度末における「固定資産売却損」

の金額は０百万円であります。　

（連結貸借対照表）　 

１．「連結調整勘定」は、前連結会計年度まで無形固定資

産の「その他」に含めて表示し、注記する方法によって

おりましたが、当連結会計年度より区分掲記する方法に

変更しております。 

２．「未払金」は、前連結会計年度まで流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。

　なお、前連結会計年度末の「未払金」は4,698百万円

であります。

 

（連結損益計算書）　

１．「販売費及び一般管理費」は、前連結会計年度まで主

要な費目を表示しておりましたが、当連結会計年度より

「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な費

目及び金額を注記する方法に変更しております。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「賃貸収

入」（当連結会計年度は48百万円）は、営業外収益の総

額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示することにしました。　

３．「保険配当金収入」は、前連結会計年度まで営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「保険配当金収入」の

金額は0百万円であります。

４．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「役員退

職慰労引当金戻入額」（当連結会計年度は4百万円）は、

特別利益の総額の100分の10以下となったため、特別利

益の「その他」に含めて表示することにしました。　

５．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「経営統

合費用」（当連結会計年度は210百万円）は、特別損失

の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

６．「特別退職金等」は、前連結会計年度まで特別損失の

「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の

総額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「特別退職金等」の金

額は12百万円であります。
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）

───────

　

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）　

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の

増減額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、重要性があるため区分掲記しており

ます。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸倒引当金の増加額」は48百万円であります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」

は、当連結会計年度において金額的重要性がないため

「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

「為替差損」は3百万円であります。

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

売却益」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記

しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券売却益」は28百万円であります。

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「特別退職金

等」及び「特別退職金等の支払額」は、前連結会計年度

は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「特別退職金等」及び「特別退職金等の支払額」はそれ

ぞれ12百万円、79百万円であります。

５．投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預

入による支出」は、当連結会計年度において金額的重要

性がないため「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

「定期預金の預入による支出」は109百万円であります。

６．投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の払

戻による収入」は、当連結会計年度において金額的重要

性がないため「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

「定期預金の払戻による収入」は31百万円であります。

７．投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金の返済

による収入」は、当連結会計年度において金額的重要性

がないため「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

「貸付金の返済による収入」は147百万円であります。

８．投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券の償

還による収入」は、当連結会計年度において金額的重要

性が乏しくなったため「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

「有価証券の償還による収入」は100百万円であります。
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）

 

　

 

９．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の売却による収入」は、当連結会計年度において金額的

重要性がないため「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

「投資有価証券の売却による収入」は54百万円でありま

す。

10．投資活動によるキャッシュ・フローの「出資金による

支出」は、当連結会計年度において金額的重要性がない

ため「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

「出資金による支出」は0百万円であります。 

11．財務活動によるキャッシュ・フローの「長期借入金の

借入による収入」は、当連結会計年度において金額的重

要性が乏しくなったため「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

「長期借入金の借入による収入」は294百万円でありま

す。

12．財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主への

配当金の支払額」は、当連結会計年度において金額的重

要性がないため「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

「少数株主への配当金の支払額」は67百万円であります。

13．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、当連結会計年度において金額的重要

性がないため「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

「自己株式の取得による支出」は50百万円であります。
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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．非連結子会社及び関連会社に係る注記 ※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記

投資有価証券（株式） 555百万円 投資有価証券（株式） 710百万円

※２．担保に供している資産

　下記の資産は、短期借入金1,023百万円及び長期借

入金987百万円の担保に供しております。

（（ ）内書は工場財団を組成）

※２．担保に供している資産

　下記の資産は、短期借入金209百万円及び長期借入

金675百万円の担保に供しております。

建物及び

構築物
4,611百万円 (2,733百万円)

機械装置

及び運搬具
1,400百万円 (1,400百万円)

工具器具

及び備品
207百万円 (207百万円)

土地 3,263百万円 (671百万円)

計 9,482百万円 (5,013百万円)

建物及び

構築物
 1,084百万円 

土地  1,986百万円 

計  3,070百万円 

※３．無形固定資産に含まれる連結調整勘定は、5,205百

万円であります。

※３．　　　　　　─────────

４．保証債務

　下記のとおり銀行借入債務等に対し、保証を行って

おります。

４．保証債務

　下記のとおり銀行借入債務等に対し、保証を行って

おります。

 保証先  保証額 

フジレビオ　

ヨーロッパ社
 0百万円  

取引先等  47百万円  

合計  48百万円  

 保証先  保証額 

㈱メディヴァ

ンス
 9百万円  

フジレビオ　

ヨーロッパ社
 0百万円  

取引先  42百万円  

合計  51百万円  

　５．受取手形裏書譲渡高 1百万円 　５．受取手形裏書譲渡高 2百万円

６．財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の確保の観

点から、取引金融機関と貸出コミットメント契約を締

結しております。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。

６．財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の確保の観

点から、取引金融機関と貸出コミットメント契約を締

結しております。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 17,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 17,000百万円

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式47,805,247株で

あります。

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式60,366,079株で

あります。

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

2,310,908株であります。

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式532,539

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
（自　平成17年１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．　　　　　　───────── ※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。

給料・賞与 11,856 百万円

賞与引当金繰入額 1,420 百万円

退職給付費用 721 百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
46 百万円

貸倒引当金繰入額 25 百万円

減価償却費 2,601 百万円

連結調整勘定償却費 499 百万円

支払手数料 5,540 百万円

研究開発費 4,414 百万円

※２．当連結会計年度の研究開発費は、1,663百万円であ

り、全額を一般管理費に計上しております。

※２．当連結会計年度の研究開発費は、4,414百万円であ

り、全額を一般管理費に計上しております。

※３．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0 百万円

工具器具及び備品 2 百万円

土地 1 百万円

計 3 百万円

工具器具及び備品 9 百万円

その他 0 百万円

計 9 百万円

※４．　　　　　　───────── ※４．投資有価証券売却益は、主に、連結子会社である㈱

リジョイス及び㈱リジョイス薬局の株式を譲渡したこ

とによるものであります。

※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3 百万円

建物構築物除却費用 0 百万円

機械装置及び運搬具 1 百万円

工具器具及び備品 34 百万円

ソフトウェア 5 百万円

計 44 百万円

建物及び構築物 20 百万円

機械装置及び運搬具 13 百万円

工具器具及び備品 160 百万円

ソフトウェア 112 百万円

計 307 百万円

※６．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※６．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 1 百万円

機械装置及び運搬具 0 百万円

工具器具及び備品 0 百万円

土地 10 百万円

計 13 百万円

建物及び構築物 5 百万円

工具器具及び備品 8 百万円

土地 7 百万円

ソフトウェア 132 百万円

その他 2 百万円

計 155 百万円

※７．　　　　　　───────── ※７．特別退職金等は、主に、連結子会社である㈱エス

アールエルが募集した希望退職者に対する特別退職金

であります。
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）

※８．　　　　　　───────── ※８．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ております。 

場所 用途 種類 減損損失

東京都練馬

区

 遊休資産

 (厚生施設)
建物・土地 47百万円

　当社グループは管理会計上の単位を資産グループの

基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最

小単位でグルーピングしております。また、本社、厚

生施設等は共用資産とし、賃貸資産及び遊休資産につ

いては、個別の資産グループ毎にグルーピングしてお

ります。

　その結果、上記の遊休資産については福利厚生施設

として使用しておりましたが、使用中止により遊休状

態となり、売却することが予定されており売却損の発

生が見込まれるため、当該資産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（47百万円）

として特別損失に計上しております。その内訳は、建

物31百万円、土地16百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、売却予定

価額に基づく正味売却価額により測定しております。
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（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17年１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

（平成17年３月31日現在）

※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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 19,959 百万円 

有価証券勘定 191 百万円 

株式及び償還までの期間が３ヶ

月を超える債券等
△100 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△22 百万円 

現金及び現金同等物 20,027 百万円 

現金及び預金勘定 25,261 百万円 

有価証券勘定 90 百万円 

現金及び現金同等物 25,352 百万円 

※２．株式の売却により㈱日研医学が連結子会社でなく

なったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳ならび

に㈱日研医学株式の売却による収入は、次のとおりで

あります。

※２．株式の売却により㈱リジョイス・㈱リジョイス薬局

が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及

び負債の内訳ならびに株式売却による収入は、次のと

おりであります。

流動資産 147 百万円 

固定資産 191 百万円 

流動負債 △108 百万円 

固定負債 △74 百万円 

少数株主持分 △47 百万円 

株式売却益 8 百万円 

㈱日研医学株式の売却価額 118 百万円 

   

㈱日研医学株式の現金及び現金

同等物
△26 百万円 

差引：㈱日研医学株式売却によ

る収入
92 百万円 

流動資産 1,954 百万円 

固定資産 664 百万円 

流動負債 △1,787 百万円 

固定負債 △8 百万円 

少数株主持分 △33 百万円 

株式売却益 3,710 百万円 

㈱リジョイス・㈱リジョイス薬

局の売却価額
4,500 百万円 

   

㈱リジョイス・㈱リジョイス薬

局の現金及び現金同等物
△327 百万円 

差引：株式売却による収入 4,172 百万円 

　３．転換社債の転換の内訳 　３．転換社債の転換の内訳

転換による資本金増加額 1,494 百万円 

転換による資本準備金増加額 1,492 百万円 

端数調整 0 百万円

転換による転換社債の減少額 2,987 百万円 

転換による資本金増加額 794 百万円 

転換による資本準備金増加額 793 百万円 

端数調整 0 百万円

転換による転換社債の減少額 1,588 百万円 
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１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）借主側

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）借主側

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及び期末残高相当額

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  百万円 百万円 百万円

建物及び

構築物
 10  0  9

機械装置

及び運搬具
 188  94  93

工具器具

及び備品
 5,976  3,288  2,688

ソフトウェ

ア
 1,131  446  685

合計  7,306  3,830  3,476

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  百万円 百万円 百万円

建物及び

構築物
 12  4  8

機械装置

及び運搬具
 181  100  80

工具器具

及び備品
 4,999  2,963  2,036

ソフトウェ

ア
 1,121  589  531

合計  6,315  3,658  2,657

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年内 1,299百万円 ( 3百万円)

１年超 2,254百万円 (10百万円)

合計 3,553百万円 (13百万円)

１年内 1,112百万円 ( 3百万円)

１年超 1,612百万円 ( 6百万円)

合計 2,724百万円 (10百万円)

（注）上記の（ ）書の金額は、内数で、転リース取引に

係る未経過リース料期末残高相当額であります。

同左

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 436百万円

減価償却費相当額  416百万円

支払利息相当額  18百万円

支払リース料 1,380百万円

減価償却費相当額 1,314百万円

支払利息相当額 61百万円

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

額法により算定しております。

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
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）貸主側

①　固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減

価償却累計額及び期末残高

（２）貸主側

①　固定資産に含まれている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

  取得価額  
減価償却

累計額
 期末残高

  百万円 百万円 百万円

建物及び構

築物
 151  29  122

工具器具及

び備品
 412  308  103

土地  140  －  140

ソフトウェ

ア
 89  44  44

合計  793  382  411

  取得価額  
減価償却

累計額
 期末残高

  百万円 百万円 百万円

建物及び構

築物
 152  37  114

工具器具及

び備品
 615  335  280

土地  140  －  140

ソフトウェ

ア
 99  50  49

合計  1,007  424  583

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 103百万円 ( 6百万円)

１年超 559百万円 (17百万円)

合計 663百万円 (23百万円)

１年内 144百万円 ( 6百万円)

１年超 507百万円 (11百万円)

合計 651百万円 (17百万円)

（注）上記の（ ）書の金額は内数で、転リース取引に係

る未経過リース料期末残高相当額であります。なお、

未経過リース料期末残高相当額は、営業債権の期末

残高等に占める未経過リース料及び見積残存価額の

合計額の割合が低いため、受取利子込み法により算

定しております。

同左

③　受取リース料及び減価償却費 ③　受取リース料及び減価償却費

受取リース料 26百万円

減価償却費 16百万円

受取リース料 131百万円

減価償却費 89百万円

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

１年内 268百万円

１年超 345百万円

合計 613百万円

１年内 156百万円

１年超 767百万円

合計 924百万円

　（減損損失）

　　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）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

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）

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）

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

(1）株式 1,053 2,205 1,151 1,239 3,017 1,777

(2）その他 520 521 1 370 370 0

小計 1,573 2,727 1,153 1,609 3,387 1,778

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 191 156 △35 － － －

(2）その他 202 200 △1 202 199 △2

小計 393 356 △37 202 199 △2

合計 1,967 3,084 1,116 1,811 3,586 1,775

２．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

前連結会計年度
（自平成17年１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（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

283 － 0 54 4 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券   

  　医療機関債 － 5

(2）その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファ

ンド
90 90

　投資事業組合出資金 252 302

　非上場株式 792 899

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

種類

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年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

　その他 151 200 － － － 200 5 －

合計 151 200 － － － 200 5 －

（注）　当連結会計年度において、非上場株式について、36百万円減損処理を行っております。

  当該有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合及び30％以上50％未満については個々の銘柄の下

落額が連結財務諸表に重要な影響を与える場合に、「著しく下落した」ものと認識しております。

なお、時価が「著しく下落した」と判断された有価証券については、回復可能性の判定を行い、明らかに回復

する見込みがあると判断された銘柄以外の有価証券について減損処理を行うこととしております。
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（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17年１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・取引の利用目的

　当社グループは、外貨建債権・債務に係る将来の為替

レートの変動を回避する目的で、包括的な為替予約取引

及び通貨スワップ取引を利用しており、また金利変動リ

スクをヘッジする目的で、金利スワップ取引を利用して

おります。

　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。

(1）取引の内容・取引の利用目的

同左

(イ）ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理を採用しております。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建輸出入取引

通貨スワップ 外貨建輸出入取引

金利スワップ 借入金

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ）ヘッジ方針

　当社及び国内連結子会社は、内規に基づき、為替

相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしてお

ります。

　原則として、実需に基づくものを対象としてデリ

バティブ取引を行っており、投機目的のデリバティ

ブ取引は行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

　内規に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしております。

　原則として、実需に基づくものを対象としてデリ

バティブ取引を行っており、投機目的のデリバティ

ブ取引は行っておりません。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、個別取引毎

のヘッジ効果を検証しております。ただし、ヘッジ

手段とヘッジ対象に関する元本・利率・期間等の重

要な条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高い

ことから、ヘッジの有効性の判断は省略しておりま

す。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社グループは、(1）に掲げた利用目的においてのみ、

デリバティブ取引を利用することとしております。

(2）取引に対する取組方針

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）取引に係るリスクの内容

　当社グループが利用しております為替予約取引及び通

貨スワップ取引は、為替相場変動という市場リスクを有

し、また金利スワップ取引は金利変動リスクを有してお

ります。

　なお、当社グループのデリバティブ取引の契約先はい

ずれも信用度の高い国内銀行であるため、相手方の契約

不履行によるリスクはほとんどないと判断しております。

　また、当社グループは取引の対象物の価格変動に対す

る当該取引の時価の変動率が大きい特殊な取引（レバ

レッジの効いたデリバティブ取引）は利用しておりませ

ん。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　当社グループは、デリバティブ取引につきましては、

外国為替業務に付随した取引及び金融資産に係る金利変

動リスクを回避する取引と認識しており、経理部が管轄

して、取引の実行及び管理を行っております。

(4）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17年３月31日）

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

 
時価

（百万円）
評価損益
（百万円）

うち１年超
（百万円）

通貨

オプション取引     

買建コール
55

( 1)
7 0 △1

売建プット
111

( 4)
15 △8 △4

(注）１．期末の時価は取引先金融機関から提示された価格によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

３．契約額等の（ ）内の金額はオプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆるゼロコ

ストオプション取引であり、オプション料の授受はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日）

 デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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（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) 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、厚生年金基金制度、企業年金基金制度、適格

退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

　　また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う

場合があります。

　なお、退職一時金制度の一部については、昭和41

年から適格退職年金制度を採用しております。

(2) 厚生年金基金の拠出割合による年金資産の額は

3,475百万円であります。

１．採用している退職給付制度の概要

　　主要な国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、厚生年金基金制度、企業年金基金制度、適格退

職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

　　また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う

場合があります。

　　なお、厚生年金基金制度は総合設立型であり、連

結子会社の１社が加入しております。拠出割合によ

る年金資産の額は4,309百万円であります。

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

(1) 退職給付債務 △20,428百万円

(2) 年金資産 11,066百万円

(3）未積立退職給付債務

（(1)＋(2)）
△9,361百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 795百万円

(5）未認識過去勤務債務（債務

の減額）
△553百万円

(6）連結貸借対照表計上額純額

（(3)＋(4)＋(5)）
△9,119百万円

(7) 退職給付引当金(6) △9,119百万円

(1) 退職給付債務 △19,541百万円

(2) 年金資産 11,291百万円

(3）未積立退職給付債務

（(1)＋(2)）
△8,249百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 △428百万円

(5）未認識過去勤務債務（債務

の減額）
△464百万円

(6）連結貸借対照表計上額純額

（(3)＋(4)＋(5)）
△9,142百万円

(7) 前払年金費用 33百万円

(8) 退職給付引当金

 （(6)－(7)）
△9,175百万円

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

(1) 勤務費用 354百万円

(2) 利息費用 94百万円

(3) 期待運用収益 △23百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理

額
45百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △22百万円

退職給付費用

（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)）
448百万円

(1) 勤務費用 1,178百万円

(2) 利息費用 380百万円

(3) 期待運用収益 △66百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理

額
167百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △90百万円

退職給付費用

（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)）
1,568百万円

(注)１．在外連結子会社においては上記退職給付費用

以外に、確定拠出型等の退職給付費用として

８百万円を計上しております。

２．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除し

ております。

(注)１．一部の連結子会社においては上記退職給付費

用以外に、確定拠出型等の退職給付費用とし

て52百万円、割増退職金（特別損失）とし

て2,871百万円を計上しております。

２．この他、総合設立型の厚生年金基金に対する

会社拠出額は130百万円であります。

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

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 　 0.5～1.5％

(3）退職給付見込額の期

間配分方法
期間定額基準

(4）数理計算上の差異の

処理年数
5年又は10年

(5）過去勤務債務（債務

の減額）の処理年数
 5年又は10年

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 主に0.5～1.5％

(3）退職給付見込額の期

間配分方法
期間定額基準

(4）数理計算上の差異の

処理年数
 5年又は10年

(5）過去勤務債務（債務

の減額）の処理年数
 5年又は10年
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（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

繰延税金資産  

退職給付引当金限度超過額 3,396百万円

未払事業税 128百万円

投資有価証券評価損 339百万円

賞与引当金繰入超過額 1,391百万円

繰越欠損金 427百万円

たな卸資産未実現利益消去 103百万円

その他 966百万円

繰延税金資産　小計 6,753百万円

評価性引当額 △711百万円

繰延税金資産　合計 6,041百万円

  

繰延税金負債  

特別償却準備金 △175百万円

その他有価証券評価差額金 △451百万円

　その他 △4百万円

繰延税金負債　合計 △631百万円

  

繰延税金資産の純額 5,409百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金限度超過額 3,498百万円

未払事業税 275百万円

賞与引当金繰入超過額 1,322百万円

繰越欠損金 168百万円

電子カルテ事業譲渡損 191百万円

未払ロイヤルティ 163百万円

その他 911百万円

繰延税金資産　小計 6,531百万円

評価性引当額 △108百万円

繰延税金資産　合計 6,423百万円

  

繰延税金負債  

特別償却準備金 △167百万円

その他有価証券評価差額金 △731百万円

　その他 △11百万円

繰延税金負債　合計 △910百万円

  

繰延税金資産の純額 5,513百万円

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。

 
当連結会計年度

（平成17年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 2,157百万円

固定資産－繰延税金資産 3,252百万円

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 2,222百万円

固定資産－繰延税金資産 3,305百万円

固定負債－その他（繰延

　　　　　税金負債）
△14百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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な項目別の内訳

連結財務諸表提出会社の法定実効

税率
40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
5.6％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△29.9％

住民税均等割 9.3％

評価性引当額 2.5％

連結調整勘定償却 20.7％

持分法投資損失 4.6％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
54.4％

連結財務諸表提出会社の法定実効

税率
40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.1％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△4.5％

住民税均等割 1.1％

評価性引当額 △1.6％

連結調整勘定償却 1.6％

持分法投資利益 △0.4％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
37.6％
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（セグメント情報）

　前連結会計年度及び当連結会計年度のセグメント情報は、次のとおりであります。

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年３月31日）

 
臨床検査薬

事業
（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（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 7,011 23,223 5,211 35,446 － 35,446

(2）セグメント間の内部売上又

は振替高
385 433 24 843 (843) －

計 7,396 23,657 5,235 36,289 (843) 35,446

営業費用 6,193 22,274 5,163 33,631 222 33,853

営業利益 1,203 1,382 71 2,657 (1,065) 1,592

Ⅱ．資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 36,125 71,528 11,731 119,385 1,197 120,583

減価償却費 542 1,396 87 2,025 － 2,025

資本的支出 657 1,167 125 1,950 － 1,950

　（注）１．事業区分の方法

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売

受託臨床検査事業及

び周辺事業

特殊臨床検査、一般臨床検査、食品衛生検査、医科学分析、病院検査室の運営、

健康商品の販売

その他の事業 医療器具等の滅菌サービス、調剤薬局の運営、治験支援、診療所開設・運営支援

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,415百万円）の主なものは、親会社での余資運用資金

（現預金及び有価証券）及び長期投資資金であります。

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。
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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）

 
臨床検査薬

事業
（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（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 29,851 95,234 13,271 138,357 － 138,357

(2）セグメント間の内部売上又

は振替高
2,541 1,591 105 4,237 (4,237) －

計 32,392 96,825 13,376 142,594 (4,237) 138,357

営業費用 25,070 91,460 12,883 129,414 (4,341) 125,073

営業利益 7,322 5,365 492 13,180 103 13,283

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
      

資産 38,641 77,484 6,412 122,538 355 122,894

減価償却費 2,400 5,720 280 8,402 12 8,414

減損損失 － 47 － 47 － 47

資本的支出 3,225 6,221 373 9,820 72 9,892

　（注）１．事業区分の方法

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売

受託臨床検査事業及

び周辺事業

特殊臨床検査、一般臨床検査、食品衛生検査、医科学分析、病院検査室の運営、

健康商品の販売

その他の事業 医療器具等の滅菌サービス、治験支援、診療所開設・運営支援

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は575百万円であり、これは持株会

社である当社で発生した費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,954百万円であり、これは持株会社である当

社での余資運用資金等であります。

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の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。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年３月31日）

子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

関連会社

バイオ・

ラッド富

士レビオ

㈱

東京都

荒川区
20

臨床検査

薬の輸入

販売業

直接

49.0％
1

製造の

受託及

び商品

の仕入

商品の仕入 54 支払手形

及び買掛

金

58
配当の受取 12

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

商品の仕入についての価格その他の取引条件は、当事者の希望価格により、毎期交渉の上、一般的取引条件

と同様に決定しております。

２．上記取引金額には、消費税等は含まれておりませんが、債務残高については消費税等が含まれております。

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）

取引に重要性がなくなりましたので、記載を省略いたしました。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年１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 1,066円33銭

１株当たり当期純利益金額 3円68銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
3円41銭

１株当たり純資産額 1,260円64銭

１株当たり当期純利益金額 135円91銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
133円73銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前連結会計年度

(自　平成17年１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株当たり当期純利益金額   

当期純利益　　　　　　　　（百万円） 167 8,064

普通株主に帰属しない金額　（百万円） 5 －

（うち利益処分による取締役賞与金） (5) (－)

普通株式に係る当期純利益　（百万円） 162 8,064

期中平均株式数　　　　　　　　（株） 44,144,679 59,340,472

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額　　　　　（百万円） － －

普通株式増加数　　　　　　　　（株） 3,477,544 967,920

（うち転換社債） (3,261,295) (730,175)

（うち新株予約権） (216,249) (237,745)

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

────── ──────
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年１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）

（㈱エスアールエルとの株式交換について）

イ．株式交換の目的

当社は医療・健康・生命科学の分野における垂直統合

型の新しいビジネスモデルを創造し、より付加価値の高

い製品とサービスの提供をしていくことを目的として、

㈱エスアールエルと結束・統合するため、平成16年12月

７日付けで同社を当社の完全子会社とする株式交換契約

書を締結し、平成17年４月１日に株式交換を行いました。

―――――――

 

 

ロ．株式交換の内容

商法第352条ないし商法第363条に定める方法により株

式交換を行いました。

 

 

ハ．株式交換の日

平成17年４月１日

 

 

ニ．株式交換に際して割当交付する株式

当社は、株式交換に際して、株式交換の日の前日にお

ける最終の㈱エスアールエルの株主名簿（実質株主名簿

を含む）に記載された株主（実質株主を含む）に対し、

その所有する㈱エスアールエルの普通株式１株につき、

当社の普通株式0.920株の割合をもって割当交付を行い

ました。ただし、当社が所有する㈱エスアールエルの株

式26,949,167株については、株式交換による当社の株式

の割当は行っておりません。

割当交付する株式は当社が有する自己株式のうちの

1,800,000株に加え、新規に発行する普通株式により行

いました。
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前連結会計年度
（自　平成17年１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）

（㈱エスアールエルの子会社株式の譲渡について）

　㈱エスアールエルは保有する㈱リジョイス及び㈱リジョ

イス薬局の発行済株式数全数を譲渡するための売買契約を

平成17年２月８日に㈱アインファーマシーズと締結し、４

月１日に同社へ売却いたしました。

 ―――――――

　

イ．株式譲渡の理由

　グループ中期経営計画に基づき、コアビジネスである

臨床検査事業へのグループ経営資源の集中による強化、

ならびに医療マネジメントサポート事業の治験事業を中

心とした再編を推進していくためであります。

 

 

ロ．譲渡先

㈱アインファーマシーズ

 

 

ハ．売却時期

平成17年４月１日

 

 

ニ．対象となる連結子会社の名称、事業内容  

会社名 ㈱リジョイス ㈱リジョイス薬局

資本金 230百万円 400百万円

 （平成17年３月31日現在）

持株比率 87.0% 100.0%

事業内容 薬局、薬店の経営 薬局、薬店の経営

   

   

  

   

   

ホ．売却する株式の数、売却損益及び売却後の持株比率  

 ㈱リジョイス ㈱リジョイス薬局

売却する

株式の数
4,000株 8,000株

売却価格 4,500百万円

売却利益   

   

   

  

   

　第56期（平成18年3月期）の業績への影響は連結決算

において3,710百万円を見込んでおります。

　

売却後の

持株比率
－％ －％

   

（㈱エスアールエルの希望退職者の募集について）

　㈱エスアールエルは、１．企業体質の強化、２．人材パ

フォーマンスの最適化、３．事業の選択と集中による事業

構造の変化、の実現を目的とした雇用の調整が必要と判断

し、希望退職者の募集を実施いたしました。

 

　

イ．希望退職者募集の概要及び募集結果

募集対象者：平成17年８月31日時点で、満35歳以上59

歳以下で、かつ勤続10年以上の正社員

（嘱託社員を除く）

募集期間　：平成17年５月21日から平成17年６月３日

募集人員　：200名

応募者数　：227名

退職日　　：平成17年８月31日付

 

 

 

 

 

 

ロ．連結損益に与える影響額

　適用対象者に対して支給する特別退職金等につきま

しては、平成18年３月期の連結決算において特別損失

として28.5億円を計上する予定であります。
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５．生産、仕入、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

臨床検査薬事業（百万円） 29,857 －

受託臨床検査事業及び周辺事業（百万円） 93,000 －

その他の事業（百万円） 12,778 －

合計（百万円） 135,636 －

　（注）１．金額は、販売価格換算によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前連結会計年度は決算期変更により３ヶ月決算となっているため、前年同期比は記載しておりません。

(2）仕入実績

　仕入実績については、金額的重要性がなくなったため、当連結会計年度より記載を省略しております。

(3）受注状況

　当社グループは、役務又は商品等の受注から完了又は納品等までの所要時間が短いため、常に受注残高は僅少であ

り、期中の受注高と販売実績とがほぼ対応するため記載を省略しております。

(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

臨床検査薬事業（百万円） 29,851 －

受託臨床検査事業及び周辺事業（百万円） 95,234 －

その他の事業（百万円） 13,271 －

合計（百万円） 138,357 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度は決算期変更により３ヶ月決算となっているため、前年同期比は記載しておりません。
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平成18年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年５月15日 

上場会社名 みらかホールディングス株式会社 上場取引所 東

コード番号 4544 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.miraca-holdings.co.jp)

代　　表　　者　役職名 取締役 代表執行役社長 氏名　鈴木　博正

問合せ先責任者　役職名 執行役 氏名　工藤　志郎 ＴＥＬ（０３）５９０９－３３３７

決算取締役会開催日 平成18年５月15日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月７日 定時株主総会開催日 平成18年６月27日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 (注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 7,600 － 2,031 － 2,177 －

17年３月期 5,755 － 406 － 684 －

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 1,816 － 30 62 30 12 4.4 4.1 28.7

17年３月期 228 － 5 06 4 69 0.8 1.2 11.9

（注）①期中平均株式数 18年３月期 59,340,472株 17年３月期 44,144,679株

②会計処理の方法の変更 無

③決算期変更により、17年３月期は３ヶ月決算となったため、18年３月期・17年３月期いずれも売上高、営業利　
　益、経常利益、当期純利益の対前期増減率は記載しておりません。

(2）配当状況                              　　　　  (注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

 円　銭 円 　銭 円 　銭 百万円 ％ ％

18年３月期 28 00 10 00 18 00 1,671 91.4 3.3

17年３月期 4 00  － 4 00 181 79.1 0.6

(3）財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注)記載金額は、百万円未満を切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 51,336 50,812 99.0 849 22

17年３月期 55,301 31,303 56.6 687 98

（注）期末発行済株式数 18年３月期 59,833,540株 17年３月期 45,494,339株

期末自己株式数 18年３月期 532,539株 17年３月期 2,310,908株

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

営業収益 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 　銭 円 　銭 円 　銭

中間期 1,400 1,000 1,000 16 00 － －

通　期 2,900 2,200 2,200 　－ 16 00 32 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 36円77銭
（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と
なる可能性があります。業績予測の前提となる仮定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
添付資料の７ページを参照して下さい。

－ 44 －



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資産の部         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,205   1,425  △779

２．受取手形   3,720   －  △3,720

３．売掛金 ※３  3,790   65  △3,725

４．有価証券   191   －  △191

５．商品   794   －  △794

６．製品   662   －  △662

７．原材料   535   －  △535

８．仕掛品   1,612   －  △1,612

９．貯蔵品   132   0  △131

10．前渡金   93   －  △93

11．未収入金 ※３  137   349  211

12．前払費用   47   13  △33

13．関係会社短期貸付金   40   －  △40

14．繰延税金資産   260   2  △258

15．その他   40   －  △40

流動資産合計   14,265 25.8  1,857 3.6 △12,407
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物  9,812   31    

減価償却累計額  6,204 3,607  3 27  △3,580

(2）構築物  461   －    

減価償却累計額  356 104  － －  △104

(3）機械及び装置  6,899   －    

減価償却累計額  5,441 1,457  － －  △1,457

(4）車両運搬具  5   －    

減価償却累計額  5 0  － －  　　　△0

(5）工具器具及び備品  7,004   25    

減価償却累計額  5,206 1,797  6 19  △1,778

(6）土地   1,494   －  △1,494

(7）建設仮勘定   294   －  △294

有形固定資産合計   8,756 (15.8)  46 (0.1) △8,709

２．無形固定資産         

(1）特許権   252   －  △252

(2）商標権   2   －  △2

(3）ソフトウェア   377   13  △364

(4）ソフトウェア仮勘定   811   －  △811

(5）その他   133   －  △133

無形固定資産合計   1,577 (2.9)  13 (0.0) △1,564
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,725   －  △1,725

(2）関係会社株式   27,678   49,382  21,703

(3）出資金   2   －  △2

(4）従業員長期貸付金   0   －  △0

(5）関係会社長期貸付金   60   －  △60

(6）長期前払費用   40   －  △40

(7）保証金   115   －  △115

(8）保険積立金   95   －  △95

(9）繰延税金資産   1,355   －  △1,355

(10）その他   27   36  8

(11）投資損失引当金   △399   －  399

投資その他の資産合計   30,702 (55.5)  49,419 (96.3) 18,716

固定資産合計   41,036 74.2  49,478 96.4 8,442

資産合計   55,301 100.0  51,336 100.0 △3,965
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

負債の部         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  508   －  △508

２．買掛金 ※３  1,171   －  △1,171

３．１年内償還予定の転換
社債 

  －   403  403

４．短期借入金   5,640   －  △5,640

５．１年内返済予定の長期
借入金

※１  864   －  △864

６．未払金 ※３  847   24  △823

７．未払費用 ※３  982   94  △888

８．未払法人税等   84   －  △84

９．未払消費税等   80   －  △80

10．前受金 ※３  5   －  △5

11．預り金 ※３  680   0  △680

12．賞与引当金   570   －  △570

13．設備関係支払手形   64   －  △64

14．その他 ※３  45   2  △42

流動負債合計   11,545 20.9  524 1.0 △11,020

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債   1,991   －  △1,991

２．長期借入金 ※１  6,615   －  △6,615

３．退職給付引当金   3,360   －  △3,360

４．役員退職慰労引当金   83   －  △83

５．預り保証金   402   －  △402

固定負債合計   12,452 22.5  － － △12,452

負債合計   23,997 43.4  524 1.0 △23,473
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資本の部         

Ⅰ　資本金 ※２  6,329 11.4  7,300 14.2 971

Ⅱ　資本剰余金         

　１．資本準備金  7,727   23,022   15,295

２．その他資本剰余金         

自己株式処分差益  0   －   △0

資本剰余金合計   7,727 14.0  23,022 44.9 15,294

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  928   928   －

２．任意積立金         

(1）特別償却準備金  0   0   △0

(2）別途積立金  18,550   18,750   200

３．当期未処分利益  925   1,593   668

利益剰余金合計   20,403 36.9  21,272 41.4 868

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  163 0.3  － － △163

Ⅴ　自己株式 ※６  △3,320 △6.0  △783 △1.5 2,537

資本合計   31,303 56.6  50,812 99.0 19,508

負債・資本合計   55,301 100.0  51,336 100.0 △3,965
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益        

  １．売上高  5,755   5,871   

  ２．受取配当金 ※６ －   1,171   

  ３．経営指導料 ※６ － 5,755 100.0 558 7,600 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首棚卸高  1,049   794   

２．当期商品仕入高  503   634   

合計  1,553   1,429   

３．他勘定振替高 ※１ 41   750   

４．商品期末棚卸高  794 718  － 679  

５．製品期首棚卸高  742   662   

６．当期製品製造原価  1,040   1,329   

合計  1,783   1,992   

７．他勘定振替高 ※１ 44   872   

８．製品期末棚卸高  662 1,075  － 1,119  

売上原価合計   1,793 31.2  1,799 23.7

売上総利益   3,961 68.8  5,801 76.3
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

      

１．販売促進費  76      

２．広告宣伝費  26      

３．特許使用料  136
 

 
    

４．支払手数料  248      

５．役員報酬  46      

６．給料・賞与  494      

７．賞与引当金繰入額  208      

８．退職給付費用  53      

９．役員退職慰労引当金繰
入額

 7      

10．福利厚生費  90      

11．賃借料  70      

12．減価償却費  228      

13．交通費  96      

14．通信費  27      

15．研究開発費 ※３ 1,484      

16．その他  260 3,555 61.7  3,193 42.0

Ⅳ　営業費用 ※４  － －  575 7.6

営業利益   406 7.1  2,031 26.7

Ⅴ　営業外収益        

１．受取利息  0   0   

２．有価証券利息  21   0   

３．受取配当金 ※６ 256   134   

４．賃貸収入  17   19   

５．業務受託収入  27   19   

６．その他  11 335 5.8 5 180 2.4
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　営業外費用        

１．支払利息  20   24   

２．投資事業持分損失  21   －   

３．貸与資産関係諸費用  6   6   

４．その他  10 57 1.0 3 34 0.4

経常利益   684 11.9  2,177 28.7

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 9   20   

２．投資有価証券売却損  0   －   

３．投資損失引当金繰入額  59   －   

４．経営統合費用  376 446 7.8 4 25 0.4

税引前当期純利益   237 4.1  2,152 28.3

法人税、住民税及び事
業税

 95   190   

法人税等調整額  △86 9 0.1 145 336 4.4

当期純利益   228 4.0  1,816 23.9

前期繰越利益   697   538  

自己株式処分差損   －   166  

中間配当額   －   594  

当期未処分利益   925   1,593  
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　原材料費  432 39.3 543 43.2

Ⅱ　労務費 ※１ 299 27.3 315 25.1

Ⅲ　経費 ※２ 366 33.4 398 31.7

当期総製造費用  1,098 100.0 1,256 100.0

　　　仕掛品期首棚卸高  1,554  1,612  

　合計  2,653  2,869  

　　　仕掛品期末棚卸高  1,612  －  

   　 他勘定振替高 ※３ －  1,540  

当期製品製造原価  1,040  1,329  

　（注）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．労務費のうち引当金繰入額は、次のとおりでありま

す。

※１．労務費のうち引当金繰入額は、次のとおりでありま

す。

  

賞与引当金繰入額  66百万円

退職給付引当金繰入額  16百万円

  

賞与引当金繰入額 45百万円 

退職給付引当金繰入額 17百万円

※２．経費のうち主なものは、次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは、次のとおりであります。

  

減価償却費  109百万円

  

減価償却費 108百万円 

※３．　　　　　　　────── ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

       会社分割に伴う仕掛品移行分　　　1,540百万円

４．原価計算の方法は、組別総合原価計算を採用してお

ります。

４．　　　　　　　　　同左
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月27日）

当事業年度
（取締役会承認日
平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   925  1,593

Ⅱ　任意積立金取崩額      

特別償却準備金取崩額  0 0 0 0

合計   925  1,594

Ⅲ　利益処分額      

１．株主配当金  181  1,077  

２．取締役賞与金  5  －  

３．任意積立金      

　別途積立金  200 386 － 1,077

Ⅳ　次期繰越利益   538  517
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法  （1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 （1）有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

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）

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

　なお、投資事業組合への出資（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

（2）デリバティブ 

時価法

 （2）デリバティブ 

同左

 （3）たな卸資産

 　　商品・原材料・貯蔵品

 　　　移動平均法による原価法

製品・仕掛品

　総平均法による原価法

 （3）たな卸資産

 　　商品・原材料・貯蔵品

同左

製品・仕掛品 

同左

２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

（1）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　６～50年

機械及び装置　　　　　４～15年

工具器具及び備品　　　２～20年

 　建物及び構築物　　　　８～18年

 　工具器具及び備品　　　５～20年

 

（2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

（2）無形固定資産

同左

 （3）長期前払費用

　支出の効果が及ぶ期間で均等償却

（3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少による損

失に備えるため、投資先の財政状態の

実情を勘案し、個別検討による必要額

を見積計上しております。

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込相当額を計上しております。

(3）　　　　　─────

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

　なお、過去勤務債務（債務の減額）

については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理して

おります。

　また、数理計算上の差異は、各事業

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

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

(4）　　　　　─────　　

　

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5）　　　　　─────　　

 ４．外貨建の資産及び負債の 

    本邦通貨への換算基準

　　外貨建金銭債権債務は、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。 

同左

 

５．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．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、為替予約及び通貨スワップに

ついては、振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を採用しておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

　なお、為替予約については、振当処

理の要件を満たしている場合は振当処

理を採用しております。

　また、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては、特例処理

を採用しております。 
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段    ヘッジ対象  

 為替予約  外貨建輸出入取引

 金利スワップ  借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変動リ

スク及び金利変動リスクをヘッジして

おります。

　原則として、実需に基づくものを対

象としてデリバティブ取引を行ってお

り、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証してお

ります。ただし、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する元本・利率・期間等の重

要な条件が同一の場合は、ヘッジ効果

が極めて高いことから、ヘッジの有効

性の判断は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

　当事業年度より、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

る損益に与える影響はありません。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

――――――― （財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行しておりま

す。

　このため、当事業年度の財政状態は前事業年度と比較し

て大きく変動しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

　証券取引法の改正に伴い、前事業年度まで「出資金」に

含めておりました投資事業組合出資金（252百万円）は、

当事業年度より「投資有価証券」に含めて表示することに

なりました。　

　なお、前事業年度の投資事業組合出資金は 246百万円で

あります。　　　　

（貸借対照表）　

前事業年度まで区分掲記しておりました「保証金」は、

金額の重要性がなくなったため、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度における投資その他の資産の「その

他」に含まれる「保証金」は 36百万円であります。

 

 

 

（損益計算書）

「販売費及び一般管理費」は前事業年度まで主要な費目

を表示しておりましたが、当事業年度より「販売費及び一

般管理費」として一括掲記し、主要な費目及び金額を注記

する方法に変更しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産

　下記の資産は、一年内返済予定の長期借入金 729百

万円の担保に供しております。

（（ ）内書は工場財団を組成）

※１．　　　 　　　 ──────  

  

建物 2,666百万円 (2,666百万円)

構築物 67百万円 (67百万円)

機械及び装置 1,400百万円 (1,400百万円)

工具器具及び備品 207百万円 (207百万円)

土地 671百万円 (671百万円)

計 5,013百万円 (5,013百万円)

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式100,000千株

発行済株式の総数　普通株式 47,805千株

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式200,000千株

発行済株式の総数　普通株式 60,366千株

※３．関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

※３．関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

支払手形、買掛金、未払費用、前受金、預り金、

流動負債「その他」及び預り保証金

 776百万円

売掛金、未収入金  70百万円

未払金  10百万円

４．保証債務

　下記のとおり銀行借入債務等に対し、保証を行って

おります。

４．　　　　　　 ──────  

  

 保証先  保証額 

フジレビオ　

ヨーロッパ社
 0百万円  

５．当社は、財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の

確保の観点から、みずほ銀行など計６金融機関と貸出

コミットメント契約を締結しております。この契約に

基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであり

ます。

５．当社は、財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の

確保の観点から、取引金融機関と貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に基づく当期末の

借入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 7,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 7,000百万円

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

※６．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,310,908

株であります。

※６．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式532,539

株であります。

　７．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は163百万円で

あります。

７．　　　　　　 ──────  
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１．他勘定振替高は、試供品等で販売費へ振替えたも ※１．他勘定振替高は、内訳は次のとおりであります。

 　　　のであります。 試供品等で販売費への振替高 57百万円

会社分割に伴う振替高 1,564百万円

計 1,622百万円

※２．　　　　　　 ──────  

  

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は 44％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 56％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。　 

給料・賞与

賞与引当金繰入額

退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額

減価償却費

支払手数料

研究開発費

581百万円

 　　137百万円

 　　60百万円

 　　6百万円

 　　243百万円

 　　290百万円

 　　987百万円

 ※３．研究開発費の総額

　 当期の研究開発費は、1,484百万円であり、全額 

 を一般管理費に計上しております。

 ※４．　　　　　　 ──────

※３．研究開発費の総額

　当期の研究開発費は、987百万円であり、全額を一

般管理費に計上しております。

※４．営業費用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

給料・賞与

支払手数料

225百万円

 　　119百万円

 　　99百万円

 ※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

 す。 　

※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

 す。

建物除却費用 0百万円

機械及び装置 1百万円

車輌運搬具 0百万円

工具器具及び備品 6百万円

ソフトウェア 1百万円

計 9百万円

建物除却費用 15百万円

機械及び装置 1百万円

工具器具及び備品 4百万円

計 20百万円

 ※６．関係会社との主な取引は、次のとおりでありま  

 す。 

※６．関係会社との主な取引は、次のとおりであります。

受取配当金（営業外収益） 256百万円 受取配当金（営業収益）

経営指導料 

受取配当金（営業外収益）

1,171百万円

558百万円

 114百万円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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　　　　　　　　―――――――

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  百万円 百万円 百万円

機械及び装置  66  45  20

車両運搬具  18  5  13

工具器具及

び備品
 120  74  46

ソフトウェ

ア
 63  32  30

合計  268  157  110

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　　　　　　　　―――――――

１年内 59百万円

１年超  　　　54百万円

合計  　　　113百万円

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 17百万円

減価償却費相当額  　　　17百万円

支払利息相当額  　　　　0百万円

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額  　　　15百万円

支払利息相当額  　　　　0百万円

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

法により算定しております。

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。

（有価証券関係）

前事業年度（平成17年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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

繰延税金資産  

退職給付引当金限度超過額 1,351百万円

投資有価証券評価損 339百万円

賞与引当金繰入超過額 230百万円

みなし配当金 159百万円

投資損失引当金 161百万円

その他 176百万円

繰延税金資産　小計 2,419百万円

評価性引当額 △691百万円

繰延税金資産　合計 1,728百万円

  

繰延税金負債  

特別償却準備金 0百万円

その他有価証券評価差額金 111百万円

繰延税金負債　合計 111百万円

  

繰延税金資産の純額 1,616百万円

繰延税金資産  

未払事業税 2百万円

繰延税金資産　合計 2百万円

繰延税金資産の純額 2百万円

（注）当期における繰延税金資産の純額は、貸借対

　　　照表の以下の項目に含まれております。

  
当期

（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 2百万円

（注）当期における繰延税金資産の純額は、貸借対

　　　照表の以下の項目に含まれております。

 
当期

（平成17年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 260百万円

固定資産－繰延税金資産 1,355百万円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.8％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△42.2％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△10.5％

住民税均等割 2.6％

評価性引当額 10.2％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
3.9％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.2％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△24.1％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△3.3％

住民税均等割 0.3％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
15.6％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 687円98銭

１株当たり当期純利益金額 5円06銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
4円69銭

１株当たり純資産額 849円22銭

１株当たり当期純利益金額 30円62銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
30円12銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益　　　　　　　（百万円） 228 1,816

普通株主に帰属しない金額（百万円） 5 －

（うち利益処分による取締役賞与金） (5) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 223 1,816

期中平均株式数　　　　　　　（株） 44,144,679 59,340,472

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額　　　　（百万円） － －

普通株式増加数　　　　　　　（株） 3,477,544 967,920

（うち転換社債） (3,261,295) (730,175)

（うち新株予約権） (216,249) (237,745)

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（㈱エスアールエルとの株式交換について）

イ. 株式交換の目的

当社は医療・健康・生命科学の分野における垂直統

合型の新しいビジネスモデルを創造し、より付加価値

の高い製品とサービスの提供をしていくことを目的と

して、㈱エスアールエルと結束・統合するため、平

成16年12月７日付けで同社を当社の完全子会社とする

株式交換契約書を締結し、平成17年４月１日に株式交

換を行いました。

──────―

 

 

ロ. 株式交換の内容

商法第352条ないし商法第363条に定める方法により

株式交換を行いました。

 

 

ハ. 株式交換の日

平成17年４月１日

 

 

ニ. 株式交換に際して割当交付する株式

当社は、株式交換に際して、株式交換の日の前日に

おける最終の㈱エスアールエルの株主名簿（実質株主

名簿を含む）に記載された株主（実質株主を含む）に

対し、その所有する㈱エスアールエルの普通株式１株

につき、当社の普通株式 0.920株の割合をもって割当

交付を行いました。ただし、当社が所有する㈱エス

アールエルの株式 26,949,167株については、株式交

換による当社の株式の割当は行っておりません。

割当交付する株式は当社が有する自己株式のうちの 

1,800,000株に加え、新規に発行する普通株式により行

いました。
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