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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19日 
会 社 名 株式会社アイロム            上場取引所    東証第一部 

コ ー ド 番 号 2372                  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.irom.co.jp） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役会長兼社長 
        氏    名 森 豊隆 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役 

        氏    名 松島 正明       ＴＥＬ（03）5436－3148 

決算取締役会開催日  平成18年５月19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29日    定時株主総会開催日  平成18年６月28日 

単元株制度採用の有無 無 

 

１．18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り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

3,504      （5.2）

3,332      （6.7）

百万円   ％

758    （△47.4）

1,441     （△5.5）

百万円   ％

778    （△46.7）

1,459       （2.3）

 

 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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

441    （△42.1） 

763      （3.3） 

円  銭

449 12

869 83

円  銭

429 34

826 05

％

3.9 

12.7 

％ 

6.0  

19.2  

％

22.2 

43.8 

(注)①期中平均株式数     18年３月期    927,570株   17年３月期    832,350株 

②会計処理の方法の変更  無 

③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 

 (2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭

 100  00

 100  00

円  銭 

0  0  

0  0  

円  銭

  100  00

  100  00

百万円

93     

83     

％ 

22.3   

11.5   

％

0.6  

1.3  

 (3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

17,980      

8,152      

百万円

16,256     

6,363     

％ 

90.4    

78.1    

円   銭

17,395   35 

  7,597   94

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    934,542株    17年３月期    832,350株 

②期末自己株式数    18年３月期       0株     17年３月期        0株 

 

２．19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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

1,070    

     

百万円

△310   

   

百万円

△330   

   

円 銭

0  0 

 

円 銭 

 

100 00 

円 銭

 

100 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) ― 円 ― 銭 

（注）当社は、平成18年10月２日に純粋持株会社体制に移行する予定であり、下期における当社の主な

収入は、グループ会社からの手数料や配当金等となる予定であります。当社は、より適切な収益計

上基準を策定すべく検討中であること、また、配当収入についてはグループ全体の資本政策と連動

した配当実施を検討中であり、この内容次第で当社の収益見通しが大幅に異なる可能性があること

等を総合的に勘案した結果、現時点においては、平成19年３月期通期（個別）の業績予想の公表は

困難であると判断し、配当予想を除き業績予想の開示を控えさせて頂いております。今後、検討を

すすめ、業績予想の開示が可能になった段階で公表する予定であります。 
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１．財務諸表等 

(1) 財務諸表 

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) 

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  1,186,889  4,377,524

２ 売掛金  2,255,742  1,273,221

３ 仕掛品  220,761  175,296

４ 前渡金  8,589  262,097

５ 前払費用  35,736  82,013

６ 繰延税金資産  50,153  34,940

７ 関係会社短期貸付金  ―  1,170,199

８ 立替金  125,683  111,306

９ その他  51,578  45,041

流動資産合計  3,935,134 48.3  7,531,639 41.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  406,864 785,041 

減価償却累計額  △30,959 375,904 △65,920 719,120

(2) 構築物  73,690 73,690 

減価償却累計額  △2,767 70,922 △6,806 66,884

(3) 車輌運搬具  10,594 18,848 

減価償却累計額  △4,419 6,175 △6,310 12,537

(4) 工具器具備品  33,756 46,233 

減価償却累計額  △19,510 14,245 △21,658 24,574

(5) 土地  366,756  366,756

(6) 建設仮勘定  75,165  ―

有形固定資産合計  909,171 11.1  1,189,872 6.6

２ 無形固定資産   

(1) 商標権  239  207

(2) ソフトウェア  ―  114,285

(3) その他  5,198  5,198

無形固定資産合計  5,437 0.1  119,691 0.7
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,184,663  1,642,327

(2) 関係会社株式  43,531  2,402,446

(3) 関係会社出資金  1,530  3,000

(4) 従業員長期貸付金  7,159  236

(5) 関係会社長期貸付金  1,220,000  4,100,000

(6) 長期前払費用  429,594  423,819

(7) 繰延税金資産  8,380  2,459

(8) 敷金・保証金  363,285  479,411

(9) その他  44,705  85,377

投資その他の資産合計  3,302,851 40.5  9,139,078 50.8

固定資産合計  4,217,459 51.7  10,448,642 58.1

資産合計  8,152,594 100.0  17,980,282 100.0
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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) 

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 買掛金  100,529  250,717

２ 未払金  39,683  173,709

３ 未払費用  17,493  28,613

４ 未払法人税等  666,135  353,539

５ 未払消費税等  13,189  ―

６ 前受金  519,953  244,591

７ 預り金  236,317  424,372

８ 賞与引当金  5,335  5,884

９ その他  3,634  5,609

流動負債合計  1,602,274 19.6  1,487,039 8.3

Ⅱ 固定負債   

１ 預り敷金・保証金  187,171 236,559 

固定負債合計  187,171 2.3  236,559 1.3

負債合計  1,789,445 21.9  1,723,598 9.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,500,321 18.4  6,281,923 34.9

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  2,791,321 7,572,923 

  資本剰余金合計  2,791,321 34.2  7,572,923 42.1

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  4,750 4,750 

２ 当期未処分利益  2,062,446 2,381,799 

利益剰余金合計  2,067,196 25.4  2,386,549 13.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,309 0.1  15,286 0.1

資本合計  6,363,148 78.1  16,256,683 90.4

負債・資本合計  8,152,594 100.0  17,980,282 100.0
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

１ ＳＭＯ事業収入  3,028,334 3,063,353 

２ その他売上高  303,735 3,332,070 100.0 441,371 3,504,725 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ ＳＭＯ事業売上原価  638,193 1,267,024 

２ その他売上原価  283,577 921,770 27.7 442,672 1,709,697 48.8

Ⅲ 売上総利益   

１ ＳＭＯ事業売上総利益  2,390,141 1,796,328 

２ その他売上総利益  20,158 2,410,299 72.3 △1,300 1,795,027 51.2

Ⅳ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  452,995 318,170 

２ 給料手当及び賞与  141,553 202,074 

３ 賞与引当金繰入額  1,890 2,143 

４ 賃借料  68,752 3,536 

５ 支払手数料  103,073 175,905 

６ 業務委託料  18,707 16,785 

７ 減価償却費  12,724 18,681 

８ その他  168,848 968,546 29.0 298,963 1,036,260 29.6

営業利益  1,441,753 43.3  758,767 21.6

Ⅴ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 27,384 59,810 

２ 有価証券利息  4,575 3,300 

３ 為替差益  576 2,779 

４ その他  13,966 46,503 1.4 16,654 82,544 2.4

Ⅵ 営業外費用   

１ 新株発行費  15,142 52,006 

２ 支払手数料  11,420 ― 

３ その他  1,764 28,327 0.9 10,942 62,948 1.8

経常利益  1,459,928 43.8  778,363 22.2
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前事業年度 

(自 平成16年４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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ ― 3,471 

２ 子会社株式売却益  ― 7,000 

３ 会員権売却益  2,966 2,966 0.1 ― 10,471 0.3

Ⅷ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ 7,018 ― 

２ 会員権売却損  433 ― 

３ 子会社株式評価損  35,858 43,310 1.3 ― ― ―

税引前当期純利益  1,419,585 42.6  788,835 22.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 670,652 333,647 

法人税等調整額  △14,070 656,581 19.7 13,599 347,247 9.9

当期純利益  763,003 22.9  441,587 12.6

前期繰越利益  1,299,442  1,940,211

当期未処分利益  2,062,446  2,381,799
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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24日) 

当事業年度 
 (株主総会承認予定日 
平成18年６月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  2,062,446  2,381,799

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  83,235 93,454 

２ 役員賞与金  39,000 122,235 25,000 118,454

(内監査役賞与金)  (1,000) (500)

Ⅲ 次期繰越利益  1,940,211  2,263,344
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４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 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によ

っております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基

づく時価法によっております。

(評価差額は、全部資本直入法に

より処理し、時価と比較する取

得原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によ

っております。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

仕掛品 

 個別法による原価法によってお

ります。 

仕掛品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間(５年)、販売用ソフトウェアについ

ては、見込販売可能期間（３年）に基

づく定額法によっております。 

 (3) 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収の可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上する

こととしております。 

(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

当期負担分を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

６ 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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４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) 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

（1）収益の計上基準 

 ＳＭＯ事業収入は、治験症例単

位ごとの業務終了に基づく検収基

準により計上しております。な

お、治験症例組入前の業務と治験

症例組入後の業務とが区分されて

いる契約については、治験症例単

位ごとにそれぞれの業務終了に基

づく検収基準により、ＳＭＯ事業

収入を計上しております。 

（1）収益の計上基準 

同左 

 

 

 (2) 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。 

(2) 消費税等の会計処理 

同左 

 

  

会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４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） 

当事業年度から「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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）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。 

 

 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年４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） 

前期まで独立科目で掲記していた会員権（当期

44,705千円）は、資産総額の100分の１以下となった

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。 

 

 従業員長期貸付金は、金額的重要性が増したため、

区分掲記することとしました。なお、前期は投資その

他の資産の「その他」に634千円含まれております。 

 

（損益計算書） 

支払手数料は、営業外費用総額の100分の10を超え

たため、区分掲記することとしました。なお、前期

は営業外費用の「その他」に11,644千円含まれてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（損益計算書） 

 前期に独立科目で掲記していた支払手数料（当期

5,322千円）は、営業外費用総額の100分の10以下とな

ったため、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことに変更しました。 
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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 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数 普通株式 2,729,400株

発行済株式数 普通株式 832,350株
 

※１ 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数 普通株式 3,728,168株

発行済株式数 普通株式 934,542株
 

２ 債務保証 

保証先 金額 内容 

㈱アイロムメディック 800,000千円 借入債務

内田 叔宏 187,023千円 リース債務

計 987,023千円 ― 
 

２ 債務保証 

保証先 金額 内容 

㈱アイロムメディック 950,000千円 借入債務

㈱アイロムロハス 1,165,000千円 借入債務

㈱テン・ドラッグ 779,000千円 借入債務

㈱ブルーマーキュリー 300,000千円 借入債務

医療法人社団メディファ1,331,820千円 リース債務

内田 叔宏 892,371千円 リース債務・借入債務

計 5,418,191千円 ― 

  

３ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が4,309千

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号

の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。 

３ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が15,286

千円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

４  当社は、運用資金の効率的な調達を行うため取

引銀行の３行を貸出コミットメント契約を締結し

ております。 

   当事業年度末における貸出コミットメントに係

る借入金末実行残高等は、次のとおりでありま

す。 

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,500,000千円
 

４             ―――――――― 

 

 

 (損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４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 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

        受取利息            26,691千円 

※２             ―――――――― 

 

 

※３ 固定資産売却損は次のとおりであります。 

    車両運搬具           7,018千円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

        受取利息            58,412千円 

※２ 固定資産売却益は次のとおりであります。 

    建物付属設備           569千円 

    工具器具備品          2,902千円 

※３             ―――――――― 
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(リース取引関係) 

  有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

第８期(自 平成16年４月１日 至 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はありません。 

 

第９期(自 平成17年４月１日 至 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はありません。 



- 12 - 

 

 

(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  未払事業税 47,278千円

    子会社株式 14,594千円

    預り保証金 9,490千円

  賞与引当金 2,171千円

  その他 2,551千円

 繰延税金資産小計 76,085千円

 評価性引当額 △14,594千円

 繰延税金資産合計 61,491千円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △2,957千円

 繰延税金負債合計 △2,957千円

 繰延税金資産の純額 58,533千円

 
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  未払事業税 30,885千円

    子会社株式 14,594千円

    預り保証金 11,170千円

  賞与引当金 2,394千円

  その他 3,441千円

 繰延税金資産小計 62,486千円

 評価性引当額 △14,594千円

 繰延税金資産合計 47,891千円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △10,491千円

 繰延税金負債合計 △10,491千円

 繰延税金資産の純額 37,399千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％

(調整) 

  留保金課税 4.0％

  一時差異の税効果未認識額増減 1.0％

  交際費等永久損金不算入項目 0.3％

  その他 0.3％

 税効果会計適用後の法人税等負担率 46.3％
 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％

(調整) 

  留保金課税 1.9％

  交際費等永久損金不算入項目 1.0％

  その他 0.4％

 税効果会計適用後の法人税等負担率 44.0％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４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 7,597円94銭 17,395円35銭

１株当たり当期純利益 869円83銭 449円12銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

826円05銭 429円34銭 

 (注)１ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとお

りであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４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) 

損益計算書上の当期純利益 763,003千円 441,587千円 

普通株主に帰属しない金額 39,000千円 25,000千円 

(うち利益処分による役員賞与金) (39,000千円) (25,000千円)

普通株式に係る当期純利益 724,003千円 416,587千円 

普通株式の期中平均株式数 832,350株 927,570株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳 

 

 新株予約権 44,119株 42,720株 

普通株式増加数      44,119株 42,720株 

 

  ２ 株式分割について 

当事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

平成16年５月20日付で普通株式１株につき普通株式５株の割合で、平成17年３月18日付で普

通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行いました。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報

は、次のとおりとなります。 

 

前事業年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

１株当たり純資産額 6,752円20銭 

１株当たり当期純利益 929円10銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 888円67銭 
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(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４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) 

（㈱ヒノミ薬品の第三者割当増資引受による子会社

化） 

平成17年３月23日開催の取締役会において、㈱ヒ

ノミ薬品の第三者割当増資及び子会社化を以下のと

おり決議し、平成17年４月１日に払込を完了いたし

ました。 

 

(1) 引受株式数 1,440株
(2) 引受価格の総額 72,000千円

(１株当たり50,000円)
(3) 取得後の所有割合 60.0％
(4) 事業内容 医薬品・化粧品及び健康食

品・食品・日用雑貨等の販売
(5) 子会社化の目的 医療分野におけるクオリティ

ーの高いサービス環境を一般
の生活者の方にも提供し、新
しい環境を創造することを目
的として、当該子会社化を決
定いたしました。 

 

(新株式発行による増資) 

 平成17年４月４日開催の取締役会において、下記の

とおり90,000株の一般募集による新株発行及び第三者

割当による新株発行について決議し、それぞれ払込が

完了いたしました。その結果、資本金は平成17年４月

20日付で5,800,071千円、平成17年５月18日付で

6,263,106千円となっております。また、発行済株式総

数は平成17年４月20日付で922,350株、平成17年５月18

日付で932,042株となっております。 

 

一般募集による新株式発行 

(1) 発行新株式数 当社普通株式 90,000株

(2) 発行価額 １株につき   金95,550円

(3) 発行価額の総額 8,599,500千円

(4) 資本組入額 １株につき 金47,775円

(5) 資本組入額の総額 4,299,750千円
(6) 申込期間 平成17年４月13日(水)から

平成17年４月15日(金)まで
(7) 払込期日 平成17年４月20日(水)

(8) 配当起算日 平成17年４月１日(金)
(9) 資金の使途   設備資金、運転資金、 

 及び投融資資金 
 

第三者割当による新株式発行 

発行新株式数 当社普通株式  9,692株

(2) 発行価額 １株につき 金95,550円
(3) 割当先及び 

株式数 
日興シティグループ証券㈱

9,692株
(4) 発行価額の総額 金926,070千円

(5) 資本組入額 １株につき 金47,775円
(6) 資本組入額の 

総額 
463,035千円

(7) 申込期日 平成17年５月18日(水) 

(8) 払込期日 平成17年５月18日(水) 

(9) 配当起算日 平成17年４月１日(金) 

(10) 資金の使途      設備資金 
 

（持株会社体制への移行） 

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会におい

て、平成18年10月１日付にて株式会社アイロムホール

ディングスに商号変更し、平成18年10月２日を期して

会社分割により持株会社体制へ移行するために、当社

のSMO事業を新たに設立する「株式会社アイロム」に承

継（新設分割）すること、また当社のメディカルサポ

ート事業を当社の100％出資子会社である株式会社アイ

ロムメディックに承継（吸収分割）することを、平成

18年６月28日開催予定の第９回定時株主総会に付議す

ることを決定いたしました。 

定時株主総会に付議する会社分割の概要は、次のと

おりであります。 

(1) 持株会社体制移行の目的 

アイロムグループは、現在、人々の健康維持及びよ

り良い生活環境への貢献を目的として、臨床試験のみ

にとどまらず、積極的なＭ＆Ａにより、ヘルスケアの

分野全体を対象としたサービスの拡大に努めておりま

す。 

昨今の医療制度改革を受けて健康や病気予防への関

心が高まりを見せる中、生活者一人一人のニーズに適

確かつ迅速に対応した事業の拡充を図り、人々の健康

維持を支えるマーケットを創造するためには、新たな

経営体制への再編が有効であるとの判断のもと、当社

は持株会社体制へ移行することといたしました。 

新体制では、グループ全体の経営戦略・意思決定機

能とグループ各社の経営管理・事業執行機能とが明確

に分離されることで、経営資源の効率的な分配および

機動的かつ弾力的な意思決定が可能となり、強固な経

営基盤が創出されると共に各事業の成長が加速される

ものと考えております。さらに、アイロムホールディ

ングスを中心としたグループ全体の連携を強化するこ

とによって横断的なシナジー効果を最大限に発揮し、

グループ企業価値の極大化を図る方針であります。 

今後も、生活者主体の医療環境作りに貢献する統

合医療サポート企業として、幅広い視野で新たなサ

ービスを切り拓いてまいります。 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分割）の要旨 

①分割期日      平成18年10月2日（予定） 

②会社分割方式    当社を分割会社とし、新設

する「株式会社アイロム」

を承継会社とする新設分割

といたします。 

③新設会社が承継する権利義務の内容 

本件分割において、新設会社が当社から承継す

る権利義務は、平成18年3月31日現在の計算を基

礎として、これに分割登記の前日までの増減を加

除した、ＳＭＯ事業に属する資産、債務、雇用契

約その他の権利義務とします。なお、本件分割後

も、当社は新設会社に承継される債務全てについ

て引き続き新設会社と連帯して債務を負担いたし
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前事業年度 
(自 平成16年４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) 

 ます。 

④分割する事業の内容   ＳＭＯ事業の一切 

  ⑤ＳＭＯ事業の売上高  3,065,216千円 

（平成18年３月期）

(3) メディカルサポート事業の会社分割（吸収分割）

の要旨 

①分割期日     平成18年10月１日（予定） 

②会社分割方式    当社を分割会社とし、株式

会社アイロムメディックを

承継会社とする吸収分割と

いたします。 

③承継会社が承継する権利義務の内容 

本件分割において、承継会社が当社から承継す

る権利義務は、平成18年3月31日現在の計算を基

礎として、これに分割期日の前日までの増減を加

除した、メディカルサポート事業に属する資産、

債務、雇用契約その他の権利義務とします。 

なお、本件分割後も、当社は承継会社に承継さ

れる債務全てについて引き続き承継会社と連帯し

て債務を負担いたします。 

④分割する事業の内容  メディカルサポート事

業の一切 

⑤メディカルサポート事業の売上高 

439,509千円（平成18年３月期）

 (4) 分割当事会社の概要 

 平成18年 

３月31日 

現在 

平成18年 

10月２日

（予定） 

平成18年 

３月31日 

現在 

(1)商号 株式会社 

アイロム 

（分割会社）

（株式会社ア

イロムホー

ルディング

スに商号変

更予定） 

株式会社 

アイロム 

（新設会社） 

株式会社 

アイロムメ

ディック 

（承継会社）

(2)株主資本 16,256,683千円 1,361,774千円 241,260千円

(3)負債 1,723,598千円 899,941千円 7,316,500千円

(4)総資産 17,980,282千円 2,261,715千円 7,557,761千円

(5)従業員数 163名 181名 －名 （注）

（注）株式会社アイロムメディックは、役員のみである

ため従業員数は記載しておりません。 
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２．役員の異動 

(1) 代表者の異動 

   該当事項はありません。 

(2) その他の役員の異動 

該当事項はありません。 


