
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）  27,315円84銭 

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

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

平成18年3月期 決算短信（連結） 平成18年5月24日

上場会社名 クオール株式会社 上場取引所 
大阪証券取引所 

ヘラクレス市場 

コード番号 3034 本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.qol-net.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 中村 勝 

問合せ先責任者 役職名  常務取締役 氏名 荒木 進 ＴＥＬ  （03）3356－1496 

決算取締役会開催日 平成18年5月24日 

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 21,701 7.5 779 27.4 763 31.4

17年3月期 20,193 9.2 611 － 580 －

  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 333 350.4 31,870 37 －   36.0 9.2 3.5

17年3月期 74 － 8,669 48 －   16.3 6.7 2.9

（注）①期中平均株式数（連結） 18年3月期 9,643株 17年3月期 8,537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 7,968 1,198 15.0 87,678 55

17年3月期 8,549 652 7.6 70,968 44

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 13,377株 17年3月期 9,197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 △214 42 29 1,513

17年3月期 720 △149 △574 1,654

(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 4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 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

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

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

中間期 10,791   219   94  

通 期 22,376   773   365  
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１．企業集団の状況 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（クオール株式会社）、子会社４社及びその他の関係会社１社に

より構成されており、調剤薬局を主たる業務とし、医薬品治験関連事業を付随事業としております。 

なお、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかわる位置づけは次のとおりであります。 

（１）調剤薬局事業 

 当社グループの中心事業であり、医療機関の発行する処方箋に基づき不特定多数の一般患者に医薬品の調剤

を専門的に行う調剤薬局をすべて直営にて経営しております。出店形態におきましては、病院前のいわゆる門

前薬局の出店を中心としております。 

 店舗運営面におきましては、患者個人別に電子薬歴にて充実した服薬指導や、患者に負担がかからない店舗

設備を整えるなど患者の立場にたったサービスを提供することで患者に選ばれる薬局を目指しております。 

当社は設立から現在に至るまでの調剤薬局経営で培った薬剤師の教育ノウハウと、店舗運営システムで質

の高い医療サービスを実現させると同時に、当該サービスに見合った技術料収入の確保を追求しておりま

す。 

今後もノウハウとシステムの向上に注力し、医療の質と収益性の向上を目指しております。 

尚、当社グループで調剤薬局事業を展開している各社別の特徴は次のとおりでございます。 

① クオール株式会社（当社） 

当社は関東地方を地盤に、長野県、南東北地方及び関西地方にわたりに事業展開を行っております。 

② ネクサス株式会社 

ネクサス株式会社は北東北地方を中心に事業展開を行っております。 

③ クオール中部株式会社 

クオール中部株式会社は東海地方を中心に事業展開を行っております。 

④ 株式会社光栄ファルマ 

株式会社光栄ファルマは首都圏にてＯＴＣ（注１）販売を充実させた都市型調剤薬局を経営しておりま

す。 

（２）医薬品治験関連事業 

子会社のフェーズオン株式会社は、医薬品治験関連事業の経営を行っております。 

同社は医薬品開発における臨床試験の各段階の一部についてＳＭＯ（注２）事業を展開しております。同社

が受託するＳＭＯ事業は、実施医療機関から委託を受けて、その治験事務局の設置から、製薬会社からの治験

の依頼受付等の実施医療機関における治験の窓口業務や、費用の管理、契約、各種書類（必須文書）の作成・

管理等実施医療機関の事務的な業務の運営支援業務とＣＲＣ（注３）やＳＭＡ（注４）の派遣業務でありま

す。 

同社は、治験実施医療機関を従来の総合病院を中心とした提携医療機関にとどまらず、クリニックへの拡充

を図ることにより、平成18年３月末現在27医療機関とＳＭＯ事業に関する基本契約を締結しております。 

（注）１．ＯＴＣ：Over The Counter Drugの略。薬局で買える一般医薬品のことです。 

   ２．ＳＭＯ：Site Management Organizationの略。「実施医療機関がその事務機能等を委託する機関であ

り、治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託又は代行する者」（厚生労働省の定

義）です。 

３．ＣＲＣ：Clinical Research Coordinatorの略。治験実施施設にて治験責任医師又は治験分担医師の指

示のもとで、治験の進行をサポートするスタッフのことです。 

４．ＳＭＡ：Site Management Associateの略。治験を依頼する各製薬会社と治験を行う病院との間に入り、

治験がスムーズに進むように支援する事務局としてのスタッフのことです。 
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［事業系統図］ 

事業の系統図は次のとおりであります。 

（1）調剤薬局事業 

(2)医薬品治験関連事業 

 フェーズオン株式会社が行っている治験事業は、第Ⅱ相試験（注１）、第Ⅲ相試験（注２）及び製造販売後臨床試験

（注３）です。 

（注）１．第Ⅱ相試験：対象疾患の少数の患者において安全性を 重点にしつつ、用法・用量の検討、有効性の検討が

行われる試験であります。 

２．第Ⅲ相試験：多数の患者を対象に有効性と安全性について検証するための試験であります。 

３．製造販売後臨床試験：臨床試験ではわからなかった効果・副作用を広範囲に調べる試験であります。 
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２．経営方針 

 （1） 経営の基本方針 

 当社は、平成４年１０月の設立以来、「国民生活の質の向上に医療の立場から貢献する」との信念のもと、調剤薬局を

コアとした事業活動を展開しております。 

 調剤事業は医薬分業率が50％を超えたところで伸び率に鈍化するとともに、急速な少子・高齢化に伴いますます医療財

政が急速に切迫すると予測され、国民医療費の抜本的な低減策を含んだ各種医療制度改革が進められております。このよ

うな環境下、当社では、「真実と誠実をもって」  を企業理念とし、「患者様ひとりひとりの立場にたって、 大限のお

世話をする（ケアリングサービス）」、「さまざまな形で医療の向上をお手伝いする(ケアリングサポート)」を徹底し、

患者様のＱＯＬ向上に役立つサービスを念頭に、医薬分業に貢献してまいります。 

（2） 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、会社の成長と株主の皆様への利益還元を経営の両輪と位置付けており、安定した成長を続けることにより、高

い配当を安定的かつ継続的に行えると考えております。従って、安定的な成長性を確保するための内部留保資金を充分に

考慮しつつ、連結業績及び配当性向等も総合的に勘案して、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えておりま

す。 また、内部留保につきましては、財務体質の強化を図りながら企業価値の継続的な向上のための設備投資・投融

資、Ｍ＆Ａなどに活用することを基本方針としております。 

（3） 投資単位の引下げ（株式の分割）に関する考え方および方針等 

 当社は、個人投資家の資本市場への参加が市場活性化のための重要であるとの認識のもと、決算短信、営業報告書なら

びにホームページ等を通じて適切な情報開示に努めております。投資単位の引下げ（株式の分割）については、当社株価

の水準、株主の分布状況、市場における当社株式の流動性等を総合的に勘案して判断することとしております。 

（4） 目標とする経営指標 

 資本効率を重視する連結業績管理制度を採用し、株主資本利益率（ＲＯＥ）や総資産利益率（ＲＯＡ）を基準とした経

営管理を行っております。 

（5） 中長期的な経営戦略と課題 

 当社グループ各社が、経営戦略を共有し、相乗効果を発揮することにより、グループ全体としての成長を目指す連結経

営を一層推進いたします。また、資本効率を重視する中で、重点事業を選択し、これらの事業に経営資源を集中的に投入

することにより、「競争力の強化」へチャレンジしていきます。 

（6） 会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境は、医薬分業の進捗により、引き続き市場規模が拡大する一方で、国民医療費の更なる増大

が予測され、いかに増加する医療負担を国民全体で分かち合っていくかが重要な視点となり、一層の厳しい環境が想定さ

れます。このような状況の下当社グループが対処すべき課題としましては以下のものが考えられます。 

① 収益性の向上について 

調剤薬局業界におきましても、国の政策による医療費削減の影響を受け、従来と比べ厳しい環境におかれております。さ

らに、医薬分業の鈍化により、薬局間の競争は益々激化しており、収益性の悪化を招来する可能性があります。したがっ

て、収益性確保のためにはより多くの患者獲得を目指すとともに、適正収益を継続的に見込める店舗開発及び投資に見合

ったＭ＆Ａにより規模の拡大を推進する一方で、さまざまなコスト削減策を講じる必要があります。 

当社グループはより患者様のニーズに応えるべく、医療機関との連携強化、社内インフラ整備による機能強化等を図りコ

ストダウンを実施するとともに、業界環境鈍化の情勢を踏まえ、投資効率を重視したＭ＆Ａ案件をビジネスチャンスと捉

 えることにより、一層の収益構造の改善を図る所存です。 

② 薬剤師の確保 

 平成18年4月より、薬剤師国家試験の受験資格が現行4年制大学卒から6年制大学卒に移行されることが、厚生労働省、

文部科学省の答申により決定されました。理由として、医療技術の高度化や薬害防止の要請の高まりを挙げ、特に実習を

充実させる必要があること等が挙げられております。このような背景のもと当社グループとしましては、より充実したサ

ービス提供の実現のために、薬剤師確保は必須であると考え、全国規模での離職率低下を実現すべく、採用活動、社員教

育活動に注力する所存です。 

③ 顧客個人情報保護管理体制の強化 

 個人情報保護管理体制の構築のため、個人情報保護法に準拠したマニュアルその他必要な諸規程を制定して、個人情報

漏洩防止に努める所存です。 

 なお、平成18年1月24日にプライバシーマーク認定取得しました。 

④ 医薬品治験関連事業について 

  臨床開発においては”スピードと質”が同時に要求されることから同社のＳＭＯ業務のクオリティーを高めるため

に、ＣＲＣおよびＳＭＡの教育を重視し、個々の医療機関の特性に対応した施設支援を準備し、製薬会社の高い要求に対

-4-



応できる組織と運営でより多くの案件を受託できる体制を整える所存です。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1）財政状態 

① 流動資産 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,587百万円（対前期比3.9％減少）となり、224百万円減少しま

した。 

 売上高の増加による売掛金の増加78百万円がありましたが、買掛金における決済期間短縮等を行い、現預金が

217百万円減少したことが主な要因であります。 

② 固定資産 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は2,380百万円（対前期比13.1％減少）となり、357百万円減少しまし

た。 

 営業権並びに連結調整勘定の償却が172百万円及び長期貸付金の回収により76百万円減少したことが主な要因で

あります。 

③ 流動負債 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は5,491百万円（対前期比12.1％減少）となり、758百万円減少しまし

た。 

 その主な要因は、短期借入金及び一年以内返済予定長期借入金が203百万円増加する一方、買掛金における決済

期間短縮に伴い買掛金が809百万円減少したことであります。 

④ 固定負債 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は1,278百万円（対前期比22.4％減少）となり、369百万円減少しまし

た。 

 その主な要因は業績の回復により借入依存率及び借入方法を改善した結果、長期借入金が242百万円減少したこ

とと、社債の償還が順調にすすみ140百万円減少したことであります。 

⑤ 自己資本 

 当連結会計年度末における自己資本の残高は1,198百万円（対前期比83.7％増加）となり、546百万円増加しまし

た。 

 その主な要因は、新株引受権の行使により資本金及び資本剰余金が210百万円増加したこと及び当期純利益が333

百万円計上されたことによるものであります。 

(2）経営成績 

 当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）における売上高は21,701百万円（対前期比7.5％

増加）、営業利益は779百万円（対前期比27.4％増加）、経常利益は763百万円（対前期比31.4％増加）となりまし

た。 

 売上高は受付回数の増加、長期処方の浸透により堅調な伸びを示し、売上原価率も89.5％（前連結会計年度

89.7％）と0.2ポイント改善いたしました。また、販売費及び一般管理費率も人件費等の見直しにより6.9％（前連結

会計年度7.3％）と0.4ポイント改善いたしました。その結果、営業利益率は3.6％（前連結会計年度3.0％）と0.6ポ

イント増加しました。経常利益率は金利負担の改善により支払利息が24百万円減少し、前期では計上していた貸倒引

当金も大部分が回収された結果、3.5％（前連結会計年度2.9％）と0.6ポイント増加しました。税金等調整前当期純

利益率は、前連結会計年度までに不採算店舗を売却及び整理が一巡したことから3.4％（前連結会計年度1.1％）と

2.3ポイント増加しました。 

(3)キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが

934百万円減少の△214百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが191百万円収入増加の42百万円、財務活動によ

るキャッシュ・フローが604百万円収入増加の29百万円となりました。この結果、当連結会計年度の現金及び現金同

等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ、141百万円減少し1,513百万円となりました。 

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

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上高が堅調に推移し、経費の抑制的運用に努めた結果、税金等調整前当期純利益745百万円及び固定資産、連結調

整勘定、営業権の償却による374百万円が主要な収入項目となります。他方、仕入債務の減少額809百万円、法人税等

の支払額463百万円が主要な支出項目となります。 
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 新規店舗への投資を中心とした有形固定資産の取得による支出241百万円及び定期預金の預入による支出368百万円

が主要な支出項目となります。他方、貸付金の回収による収入77百万円及び、定期預金の払戻による収入445百万円

が主要な収入項目となります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 株式の発行による収入210百万円及び、長期借入による1,040百万円が主要な収入項目となります。他方長期借入金

の返済による支出1,158百万円及び社債の償還による支出140百万円が主要な支出項目となります。 

  

  キャッシュ・フローの指標推移 

  

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算出しています。 

 ②株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出致しますが、弊社は平成18年

 4月21日に大阪証券取引所ヘラクレス市場へ上場しており、期末株式終値が発生していないため、株式時価総額は 

 算出しておりません。 

③営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

④平成18年3月期の債務償却年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キャッシュ・フローがマ

イナスのため記載しておりません。 

  

(4)事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主要な事項を記載して

おります。また、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開

示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発

生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、本項及び本項記載以外の記載

事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

り、さまざまな要因によって実際の結果と異なる可能性があります。 

１．法的規制等について 

（１）調剤薬局の新規開設について 

 当社グループが薬局を開設し、「薬事法」上の医薬品を販売するにあたり、各都道府県等の許可・登録・指定・

免許及び届出を受けることができない場合、関連する法令に違反した場合、または、これらの法令が改正された場

合等において、当社グループの出店計画及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（２）薬剤師の確保について 

 調剤薬局業務においては、薬剤師法第19条において薬剤師以外の調剤を禁じていること、薬事法第6条第１項第1

号の2及び厚生労働省令によって、薬局における薬剤師の配置のみならず、1日当たり40枚の受取処方に対して1人

の薬剤師を配置する必要があります。 

 このため、新規採用者数の減少・退職者数の増加などにより薬剤師の必要人数が確保できない場合には、当社グ

  
前々連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
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） 

自己資本比率（％） 2.9 7.6 15.0 

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 

債務償還年数（年） 4.9 3.9 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.2 9.0 － 
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ループの出店計画及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）医薬品の販売規制緩和について 

 今通常国会で審議されております“薬事法の一部を改正する法律案”により一般用医薬品をリスクの程度に応じ

て、①特にリスクの高い医薬品、②リスクが比較的高い医薬品、③リスクが比較的低い医薬品―の3つに分類し、

それぞれについて販売や販売時の情報提供のあり方が定められ、早ければ平成19年にも実施される見込みです。同

改正案のよれば、「特にリスクが高い医薬品」については、薬剤師による文書での情報提供を義務化する一方で

「リスクが比較的高い医薬品」に関しては、薬剤師あるいは新たに設ける「一定の資質を有する」専門家による情

報提供を努力義務としております。また、「リスクが比較的低い医薬品」は薬剤師あるいは専門家が情報提供を行

うことが望ましいが、努力義務として法令上規定するほどのではないとされております。 

 今回の見直しにより、すでに実施されております一部医薬品の一般小売業での販売に加え、新たに設けられる専

門家を配置すれば、「特にリスクが高い医薬品」以外の一般用薬品は販売可能となる見通しであり、より一層、コ

ンビニやスーパーなど他業態でも取り扱える医薬品が増加する見通しです。 

 医薬品の販売規制緩和の進展による一般小売店での販売の自由化は、今後の当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

２．調剤薬局の事業環境について 

（１）医薬分業率の動向について 

 医薬分業は、医療機関と調剤薬局がそれぞれ専門分野で業務を分担し、国民医療の質の向上を図ろうとするもの

であり、国の政策として推進されてきました。今後、医薬分業率が低下する場合には、当社グループの業績等に影

響を及ぼす可能性があります。 

（２）薬価基準改定について 

 薬価基準は、近年、２年に１度のペースでマイナス改定されております。今後も薬価基準のマイナス改定によっ

ては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）調剤基本料の格差について 

 調剤技術料に含まれる調剤基本料を決定する報酬点数は、月あたりの処方箋の受付回数と特定の医療機関からの

処方箋の集中度により格差が生じております。処方箋の受付回数が多く、特定の医療機関からの処方箋割合が高く

なる傾向にある門前薬局（特定医療機関に近接する薬局）は、特定の医療機関に近接しない薬局に比べ、当該報酬

点数が相対的に低くなる傾向にあります。 

 今後、門前薬局について調剤基本料の引き下げがあった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

があります。 

（４）その他の改定について 

 近年、医療財政の逼迫化等を原因とする各種医療制度改革が実施されております。今後も引き続き各種医療制度

改革の実施が予想されますが、その動向によっては患者数の減少等により当社グループの業績等に影響を及ぼす可

能性があります。 

３．出店政策について 

 当社グループは平成18年3月末日現在105店舗の調剤薬局を運営しております。 近の当社グループの業容拡大に

は、店舗数の拡大が大きく寄与しております。現105店舗のうち過半数の54店舗は、合併や買収等のＭ＆Ａにより

取得した店舗です。 

 今後とも店舗の買収を含めて店舗数の拡大を図っていく方針でありますが、当社の出店条件に合致する新規案件

及びＭ＆Ａ案件を確保できないことにより計画通りに出店できない場合には当社グループの業績等に影響を及ぼす

可能性があります。 

 また、医療機関の移転や経営悪化による患者数の減少に伴い売上高が減少する場合、不採算店舗について処方元

医療機関および地域医療に与える影響が大きいとの理由から閉店できない場合、賃借先の経営状況により店舗営業

の継続及び敷金保証金の返還に支障が生じる場合等には、当社グループの事業計画や業績等に影響を及ぼす可能性

があります。 

４．資金調達について 

 当社グループは、借入金及び社債により資金を調達することにより調剤薬局の出店を行っており、当連結会計年

度末における当社グループの負債資本合計に占める有利子負債比率（有利子負債依存度）は32.7％となっておりま

す。今後も借入金等により資金調達して出店等を行う予定であり、また、金利の上昇等の場合もあります。これら

の場合、支払利息が増加する可能性があります。さらに、調剤薬局の運営によるキャッシュ・フローが十分得られ

ない等の場合には、追加借入が困難となること等により当社の事業計画や業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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５．調剤過誤について 

 当社グループでは、調剤過誤（調剤薬の調合ミス、服用中の他薬との飲み合わせなどによる副作用等の説明ミス

等）を防止するために社内イントラにおいて実績を収集し様々な対策を講じております。しかし、調剤薬の調合ミ

ス等により調剤過誤が発生し、訴訟を受けて多額の損害賠償の支払いや、それに伴う社会的信用を損なうことがあ

った場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

６．経営成績の季節的変動について 

 当社グループの売上高合計のうち、調剤薬局事業の売上高が当連結会計年度においても99.5％を占めており、当

社グループで行っている調剤薬局事業の業績の変動が当社グループの業績の変動とほぼ連動することとなっており

ます。当該調剤薬局事業においては、冬季に流行する傾向にある風邪等や春先に発生する花粉症に係る処方箋が増

加する傾向にあること、並びに上半期の出店効果及び新卒社員の採用効果が下半期に現れること等から下半期偏重

になっております。 

７．医薬品仕入の商習慣 

 調剤業務で医療用医薬品の仕入において、医薬品卸業者との間で行う仕入価格の交渉は、例年長期化し、価格未

決定のまま納品が行われる慣習があります。当社が希望する仕入価格と卸業者が希望する販売価格に乖離が生じる

ためですが、価格未決定の場合においては、見込み価格を設定し収支計算を行っております。従いまして、当社の

見込み価格と異なる価格で決着した場合、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

８．個人情報保護法 

 当社グループは、調剤業務において顧客の病歴及び薬歴などの個人情報を取り扱っております。当社において

は、個人情報について情報管理者を選任し情報の利用・管理等に関する社内ルールを設け、その管理の徹底に万全

を期しておりますが、万一、これらの個人情報が漏洩した場合には、住所・氏名などの一般的な個人情報の漏洩と

比較し、より多額の損害賠償が生じる可能性があります。 

また、個人情報の保護に関して、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、平成17年4月1日から

全面施行され、5千件を超える個人情報を利用している企業が本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供した場

合には、行政処分が課され、場合によっては刑罰の適用を受けることもあります。 

このような状況下で、当社グループにおいて、万一個人情報の漏洩が発生した場合には、多額の賠償金額の支払い

が生じ、あるいは行政処分等を受けた場合には、顧客の信用及び社会的信用が失墜するとともに、企業ブランド・

イメージを損ない、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。 

９. 消費税等の影響について 

  調剤薬局事業においては、社会保険診療に係る調剤売上は消費税法上非課税となる一方、医薬品等の仕入は同

法において課税されております。このため、当社は調剤売上において消費税等の 終負担者となっており、当社が

仕入先に支払った消費税等は、原価に計上されております。 

  過去の消費税の導入時及び消費税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価基準の改正において考慮されており

ましたが、今後、消費税率が改定され、薬価基準がその消費税率の変動率に連動しなかった場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

10. 固定資産の減損会計適用について 

平成15年10月31日付「企業会計基準委員会」から公表された「固定資産の減損会計の適用指針」に則って、平成17

年3月期及び当連結会計年度において同会計基準及び同適用指針を適用しており、減損損失を計上しております。

今回の減損処理により、当社グループの不動産等について現時点における必要な減損処理はなされているものと考

えておりますが、今後の経営状況や不動産市況等の当社グループを取り巻く事業及び金融・経済環境によって減損

等を追加認識する可能性があります。そのような場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

11.医薬品治験関連事業について 

当社グループでは、平成15年6月に医薬品治験関連事業（以下ＳＭＯ事業という）として「フェーズオン株式会

社」を設立しました。ＳＭＯ事業では、ＣＲＣやＳＭＡといった人材の育成に先行投資する必要があり、また、提

携治験実施医療機関の開拓、ＳＭＯ事業運営体制の構築が重要であり、そのための費用発生も先行します。これら

の先行費用は、事業規模、行政や市場の動向等に左右されますが、当連結会計年度末現在でフェーズオン株式会社

は128,754千円の債務超過で、当連結会計期間（平成17年4月1日～平成18年3月31日）においては64,013千円の営業

損失です。 

 同社の債務超過については当社のグループの経営課題として認識しており、また同社の今後の経営成績によって

は今後の当社グループの成長に大きく影響を与えると考えております。 

 また、治験期間中に治験に起因して被験者に健康被害が生じた場合、通常、治験依頼者（製薬企業等）の責任と

負担において一定の補償が行なわれ、新ＧＣＰ（注）や治験実施計画書（プロトコール）に違反した行為、医療過
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誤などの過失によるものであった場合には、当該治験依頼者および医療機関も賠償責任を負うこととなります。 

 しかしながら、当社グループが行うＣＲＣの派遣業務に故意もしくは重過失があるなど、当社グループに帰責事

由がある場合には、治験依頼者や医療機関から被験者の健康被害に関連して責任を追求される可能性があります。

また、被験者本人からクレームを受けることも考えられ、訴訟事件や社会問題に発展する可能性もあります。その

ような場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（注）新ＧＣＰ（Good Clinical Practice）：医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年4月施行）。

被験者の保護及び治験データの信頼性を二大柱とした、臨床試験の実施のための様々な法的な規制。 

12．敷金・入居保証金の返還について 

 当社グループの保険薬局は、基本的に賃借にて運営しております。当社グループは、ここ数年来、積極的な出店

に伴い敷金保証金残高が増加しておりますが、敷金保証金勘定のうち建設協力金については、原則として当社グル

ープが支払う地代家賃と相殺で毎月分割返済されるため、契約満了時点では完済となるもので、営業を継続してい

る限りは債権の保全が図られるものと考えております。しかし、閉店、譲渡に伴い、敷金・入居保証金の返還を求

めた場合、保証金供与先の財政状態によっては、債権回収が困難となる可能性があります。この場合には、当社グ

ループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
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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） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     2,016,633 1,798,752   △217,881

２．売掛金     2,893,893 2,972,203   78,309

３．たな卸資産     580,631 510,712   △69,919

４．繰延税金資産     194,706 153,692   △41,013

５．その他     134,703 161,566   26,863

貸倒引当金     △8,842 △9,296   △453

流動資産合計     5,811,725 68.0 5,587,630 70.1 △224,095

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※１ 1,277,470 1,263,246     

減価償却累計額   457,399 479,231     

 減損損失累計額   60,978 759,092 62,804 721,210   △37,882

(2)工具器具備品   397,189 499,744     

減価償却累計額   225,175 296,437     

減損損失累計額   2,359 169,654 4,224 199,082   29,428

(3)土地 ※１   325,630 281,300   △44,330

(4)建設仮勘定     6,308 56,674   50,365

(5)その他   7,826 8,880     

減価償却累計額   6,525 7,774     

減損損失累計額   － 1,301 70 1,034   △266

有形固定資産合計     1,261,986 14.8 1,259,302 15.8 △2,684

２．無形固定資産         

(1)連結調整勘定     203,509 83,763   △119,746

(2)営業権     93,251 40,259   △52,992

(3)その他     51,716 71,046   19,330

無形固定資産合計     348,478 4.0 195,070 2.5 △153,408
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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） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円） 

３．投資その他の資産       

(1)投資有価証券   11,680 14,422   2,742

(2)長期貸付金   94,177 18,032   △76,145

(3)敷金保証金 ※１ 770,435 701,007   △69,427

(4)繰延税金資産   126,392 88,367   △38,024

(5)その他   144,447 108,441   △36,006

貸倒引当金   △19,481 △4,038   15,443

投資その他の資産合計   1,127,651 13.2 926,233 11.6 △201,418

固定資産合計   2,738,116 32.0 2,380,605 29.9 △357,511

資産合計   8,549,842 100.0 7,968,235 100.0 △581,606 
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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） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     4,155,013 3,345,531   △809,481

２．短期借入金     100,000 180,000   80,000

３．一年以内返済予定長
期借入金 

※１   990,424 1,114,300   123,876

４．一年以内償還予定社
債 

    140,000 140,000   －

５．未払法人税等     307,308 177,641   △129,666

６．賞与引当金     244,511 263,737   19,225

７．その他     312,364 269,962   △42,402

流動負債合計     6,249,622 73.1 5,491,173 68.9 △758,448

Ⅱ 固定負債         

１．社債     455,000 315,000   △140,000

２．長期借入金 ※１   1,095,892 853,594   △242,298

３．退職給付引当金     39,748 47,997   8,248

４．その他     56,882 61,594   4,711

固定負債合計     1,647,523 19.3 1,278,185 16.1 △369,337

負債合計     7,897,145 92.4 6,769,359 85.0 △1,127,785

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※２   467,850 5.5 572,350 7.2 104,500

Ⅱ 資本剰余金     310,908 3.6 417,289 5.2 106,381

Ⅲ 利益剰余金     △109,030 △1.3 224,295 2.8 333,325

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

    1,329 0.0 3,301 0.0 1,972

Ⅴ 自己株式 ※３   △18,360 △0.2 △18,360 △0.2 －

資本合計     652,696 7.6 1,198,875 15.0 546,179

負債資本合計     8,549,842 100.0 7,968,235 100.0 △581,606 
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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） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高     20,193,681 100.0 21,701,982 100.0 1,508,300 

Ⅱ 売上原価     18,103,737 89.7 19,416,461 89.5 1,312,724

売上総利益     2,089,943 10.3 2,285,520 10.5 195,576

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,478,421 7.3 1,506,364 6.9 27,942

営業利益     611,522 3.0 779,156 3.6 167,634

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息・配当金   3,722 2,253     

２．家賃収入   6,272 6,980     

３. 受取手数料   71,215 12,587     

４. デリバティブ利益   － 5,850     

５. その他   10,963 92,173 0.5 12,142 39,816 0.2 △52,357

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   75,070 50,718     

２．社債発行費償却   6,875 －     

３．貸倒引当金繰入額   19,138 －     

４．その他   21,843 122,928 0.6 5,183 55,901 0.3 △67,026

経常利益     580,767 2.9 763,070 3.5 182,302

Ⅵ 特別利益         

１. 貸倒引当金戻入益   － 14,918     

２．子会社和議債務償還益 ※６ 17,835 －     

３．店舗売却益   15,290 20,804     

４．固定資産売却益 ※２ － 19,460     

５. その他   6,012 39,138 0.2 1,858 57,041 0.3 17,903

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ － 14,751     

２．固定資産除却損 ※４ 40,237 6,504     

３．店舗撤退関連費   68,128 －     

４．減損損失 ※５ 245,266 48,242     

５．その他   40,215 393,848 2.0 5,542 75,041 0.4 △318,807

税金等調整前当期純
利益 

    226,057 1.1 745,071 3.4 519,013

法人税、住民税及び
事業税 

  335,780 334,050     

法人税等調整額   △183,733 152,046 0.7 77,694 411,745 1.9 259,698

当期純利益     74,011 0.4 333,325 1.5 259,314
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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） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減

（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   21,003 310,908 289,905

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．新株引受権の権利行
使による新株の発行 

  2,545 106,381   

２．自己株式処分差益   287,360 289,905 － 106,381 △183,524

Ⅲ 資本剰余金期末残高   310,908 417,289 106,381

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △183,042 △109,030 74,011

Ⅱ 利益剰余金増加高     

当期純利益   74,011 333,325 259,314

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △109,030 224,295 333,325
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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）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 226,057 745,071 519,013

減価償却費 147,799 201,600 53,800

連結調整勘定償却額 121,716 119,746 △1,970

営業権償却 50,275 52,992 2,716

退職給付引当金の増加額 8,544 8,248 △295

賞与引当金の増加額 35,543 19,225 △16,317

貸倒引当金の増加額（△減少額） 19,679 △14,989 △34,669

社債発行費償却 6,875 － △6,875

新株発行費償却 ― 418 418

為替差損益 △238 △1,013 △774

デリバティブ損益 10,128 △5,850 △15,978

その他特別利益 △33,431 △1,235 32,196

固定資産除売却損益 40,059 △19,008 △59,068

減損損失 245,266 48,242 △197,023

その他特別損失 38,158 － △38,158

受取利息及び受取配当金 △3,722 △2,253 1,468

支払利息 79,652 55,196 △24,456

たな卸資産の減少額 27,876 67,830 39,953

売上債権の増加額 △308,004 △78,309 229,695

仕入債務の増加額（△減少額） 138,279 △809,481 △947,761

その他流動資産の減少額（△増加額） 123,730 △27,840 △151,570

その他流動負債の減少額 △14,233 △46,949 △32,716

その他固定負債の減少額 △495 △9,459 △8,963

小計 959,516 302,179 △657,337

利息及び配当金の受取額 3,722 2,253 △1,468

利息の支払額 △79,652 △55,196 24,456

法人税等の支払額 △163,308 △463,716 △300,408

営業活動によるキャッシュ・フロー 720,278 △214,480 △934,758
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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）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △381,432 △368,695 12,737

定期預金の払戻による収入 367,789 445,361 77,572

有形固定資産の取得による支出 △179,361 △241,406 △62,045

有形固定資産の売却による収入 9,103 66,594 57,490

投資有価証券取得による支出 △1,510 △126 1,383

投資有価証券売却による収入 25,794 1,832 △23,962

貸付金の回収による収入 42,437 77,132 34,694

敷金・保証金の差入による支出 △107,469 △9,808 97,660

敷金・保証金の返還による収入 137,058 75,236 △61,821

その他の投資による支出 △100,302 △78,796 21,505

その他の投資による収入 38,402 74,975 36,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △149,489 42,299 191,789

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 △320,900 80,000 400,900

長期借入れによる収入 1,067,000 1,040,000 △27,000

社債の発行による収入 343,125 － △343,125

長期借入金の返済による支出 △1,614,478 △1,158,422 456,056

社債の償還による支出 △105,000 △140,000 △35,000

割賦未払金の返済による支出 △209,070 △2,088 206,982

和議債務の返済による支出 △60,351 － 60,351

株式の発行による収入 5,000 210,463 205,463

自己株式の売却による収入 320,000 － △320,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △574,674 29,952 604,627

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 238 1,013 774

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,647 △141,214 △137,567

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,658,618 1,654,971 △3,647

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,654,971 1,513,756 △141,214
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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 連結子会社の数 ４社 

   連結子会社の名称 

  ネクサス㈲ 

  クオール中部㈱ 

  ㈱光栄ファルマ 

  フェーズオン㈱ 

連結子会社の数  ４社 

   連結子会社の名称 

  ネクサス㈱ 

  クオール中部㈱ 

  ㈱光栄ファルマ 

  フェーズオン㈱ 

   ㈱サンステップは平成16年４月１日

付でクオール中部㈱に商号変更してお

ります。 

 ネクサス(有)は平成17年４月28日付

でネクサス㈱に組織変更しておりま

す。 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 全ての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 

３．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 

イ.有価証券 

その他有価証券 

イ.有価証券 

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)を採用しております。 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

  ロ.デリバティブ 

  時価法 

ロ.デリバティブ 

同左 

  ハ.たな卸資産 

 (1)商品、調剤薬品 

 先入先出法による原価法を採用して

おります。 

ハ.たな卸資産 

 (1)商品、調剤薬品 

同左 

   (2)貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

(2)貯蔵品 

同左 
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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） 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ.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（附属設備を除く）は定額

法によっております 。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては法人税法の規定によっておりま

す。 

イ.有形固定資産 

同左 

  ロ.無形固定資産 

定額法 

ロ.無形固定資産 

同左 

  営業権 

 商法施行規則に定める 長期間（５

年）で均等額以上を償却しておりま

す。 

営業権 

同左 

  自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェア 

同左 

  ハ.長期前払費用 

定額法 

 耐用年数については、法人税法の規

定によっております。 

ハ.長期前払費用 

同左 

(3)繰延資産の処理方法  社債発行費 

   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。 

(4)重要な引当金の計上基準 イ.貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

イ.貸倒引当金 

同左 

  ロ.賞与引当金 

 従業員の賞与の支給額に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。 

ロ.賞与引当金 

同左 

  ハ.退職給付引当金 

 連結子会社において、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に基づき計上し

ております。 

ハ.退職給付引当金 

同左 

(5)重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 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。 

同左 
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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） 

(6)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 

(7)重要なヘッジ会計の方法 

  

イ.ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引及び金利キャップ

取引について、特例処理の要件を満た

している場合は、特例処理を採用して

おります。 

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…金利スワップ、金利キ

ャップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

ハ.ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ・金利キャップ

取引を行っております。 

ハ.ヘッジ方針 

同左 

  

  

ニ.ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利

スワップ取引及び金利キャップ取引に

ついては、有効性の判定を省略してお

ります。 

ニ.ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(8)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

イ.消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 ただし固定資産に係る控除対象外消

費税等は繰延処理し、法人税法に規定

する期間により償却しています。 

イ.消費税等の会計処理 

同左 

４．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 

５．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、５年

間の均等償却を行っております。 

同左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、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．減損会計の導入 

 「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）が平成16年３月31日以

降に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当連結会計年度か

ら同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

 この結果、減損会計を適用しない場合と比較して、

営業利益、経常利益はいずれも29,501千円増加し、税

金等調整前当期純利益は245,266千円減少しておりま

す。 

 なお減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表等規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表

示しております。 

１． ───────────────── 

  

２．薬剤報酬返還金の区分変更 

 従来、行政指導による薬剤報酬の返還金は「薬剤報

酬返還金」として、特別損失として計上しておりまし

たが、今後継続的に発生することが見込まれることか

ら、営業の実態を適切に表示するため、当連結会計年

度より「売上高」より直接控除する方法に変更いたし

ました。 

 これにより従来の処理方法によった場合に比べ、売

上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ9,069千円

減少しておりますが、税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。 

  ２．───────────────── 
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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） 

 ───────────────  

  

  

 連結損益計算書 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「店舗撤

退関連費」（当連結会計年度1,189千円）は特別損失合

計額の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いたしました。 

  

  

  

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） 

外形標準課税の適用 

 当連結会計年度より、「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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に基づき、事業税のうち外形標準（付加

価値割及び資本割）で算定されるものについては、販売

費及び一般管理費に、所得基準（所得割）で算定される

ものは、法人税、住民税及び事業税の区分に表示してお

ります。この結果、販売費及び一般管理費が19,235千円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益が同額減少しております。 

           ───────────────── 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産 

建物及び構築物 252,196千円

土地 267,810 

計 520,007 

※１．担保に供している資産 

建物及び構築物 205,646千円

土地 156,949 

敷金保証金 24,479 

計 387,075 

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済予定長期借入金 691,904千円

長期借入金 749,542 

計 1,441,446 

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済予定長期借入金 479,222千円

長期借入金 426,776 

計 905,998 

※２. 当社の発行済株式総数は、普通株式9,557株であり

ます。 

※２. 当社の発行済株式総数は、普通株式13,737株であ

ります。 

※３. 当社が保有する自己株式の数は普通株式360株であ

ります 

※３. 当社が保有する自己株式の数は普通株式360株であ

ります 

４. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 490,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 490,000千円

４. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 690,000千円

借入実行残高 180,000千円

差引額 510,000千円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与手当 345,982千円

役員報酬 169,087 

地代家賃 124,015 

退職給付費用 7,191 

賞与引当金繰入額 37,704 

減価償却費 37,814 

連結調整勘定償却 121,716 

※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。 

給与手当 356,677千円

役員報酬 210,549 

地代家賃 120,946 

退職給付費用 13,848 

賞与引当金繰入額 39,153 

減価償却費 37,004 

連結調整勘定償却 119,746 

※２.   ───────────────── 

      

※２. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 19,460千円 

※３.   ───────────────── 

      

※３. 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 14,751千円

※４. 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 34,762千円

工具器具備品 3,523 

その他 1,951 

計 40,237 

※４. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品      100千円

その他 6,403 

計 6,504 

※５. 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致しました。 

単位：千円

※５. 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致しました。 

単位：千円

地区名 用途 種類 合計 

関東地区 店舗等 
建物、営業
権、リース資
産、その他 

201,482 

東北地区 店舗等 
建物、リース
資産、その他 

24,240 

中部地区 店舗等 
建物、リース
資産、その他 

19,542 

合  計     245,266 

地区名 用途 種類 合計 

関東地区 店舗等 
建物、リース
資産、その他 

34,312

東北地区 店舗等 
建物、リース
資産、その他 

4,767

中部地区 店舗等 リース資産 172

 関西地区 店舗等  
建物、リース
資産、その
他  

8,990

合  計     48,242

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小

単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピン

グしております。営業活動から生ずるディスカウントキ

ャッシュフローが継続してマイナスである資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減

損損失として計上致しました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを７％で割り

引いて算定しております。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小

単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピン

グしております。営業活動から生ずるディスカウントキ

ャッシュフローが継続してマイナスである資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減

損損失として計上致しました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを７％で割り

引いて算定しております。 

※６．子会社和議債務償還益 

 当社保有の子会社和議債務を子会社が繰上償還したこ

とに伴う差益であります。 

※６．───────────────── 
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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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

※  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） 

（千円） 

現金及び預金勘定 2,016,633

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △361,661

現金及び現金同等物 1,654,971

（千円） 

現金及び預金勘定 1,798,752

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △284,995

現金及び現金同等物 1,513,756
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① リース取引 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 461,402 215,355 21,939 224,108 

その他 208,735 127,290 － 81,445 

合計 670,138 342,645 21,939 305,553 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 512,770 238,288 46,181 228,300

その他 222,295 93,542 － 128,752

合計 735,065 331,830 46,181 357,052

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

１年内 115,625千円

１年超 217,741千円

合計 333,366千円

１年内 146,310千円

１年超 270,452千円

合計 416,763千円

   リース資産減損勘定の残高     16,896千円    リース資産減損勘定の残高     34,067千円 

(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 

(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 156,732千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,042千円

減価償却費相当額 139,860千円

支払利息相当額 14,402千円

減損損失 21,939千円

支払リース料 154,059千円

リース資産減損勘定の取崩額 7,323千円

減価償却費相当額 143,853千円

支払利息相当額 12,714千円

減損損失 24,494千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

 注記すべき重要なオペレーティング・リース取引は

ありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

同左 
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② 有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  種類 

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 
（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 3,810 7,798 3,988 3,210 9,757 6,547 

(2)債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 100 109 9 2,126 2,295 169 

小計 3,910 7,907 3,997 5,336 12,052 6,716 

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 3,540 2,280 △1,260 3,540 2,370 △1,170 

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3)その他 2,000 1,493 △506 － － － 

小計 5,540 3,773 △1,766 3,540 2,370 △1,170 

合計 9,450 11,680 2,230 8,876 14,422 5,546 

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） 

12,800 － － 1,832 1,132 － 

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 
（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） 

その他 109 － － － － － － － 

合計 109 － － － － － － － 
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③ デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 

 金利スワップ取引、金利キャップ取引を利用してお

ります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は借入金利について、将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクをヘッジする

目的で利用しております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす取引については、特例処理

を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引、金利キャップ取引 

ヘッジ対象：借入金利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利スワップと金利

キャップ取引については、その判定をもって有効性の

判定をしています。 

③ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引と金利キャップ取引については、

将来の金利変動によるリスクはありません。なお、こ

れらの取引先は信用度の高い金融機関に限っているた

め、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しています。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行、管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁権限者の承認を得て行なっています。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

 前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

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。 

 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） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

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。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等のうち
１年超 

（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引         

変動受取・固定 780,000 680,000 △10,128 △10,128 

支払         

合計 780,000 680,000 △10,128 △10,128 

区分 種類 

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等のうち
１年超 

（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引         

変動受取・固定 680,000 680,000 △4,277 △4,277 

支払         

合計 680,000 680,000 △4,277 △4,277 
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④ 退職給付関係 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制

度採用しております。連結子会社の内１社は確定拠出

型制度として、中小企業退職金共済制度を採用してお

ります。また、連結子会社の内３社は確定給付型の制

度として、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金

制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △39,748千円

退職給付引当金 △39,748千円

退職給付債務 △47,997千円

退職給付引当金 △47,997千円

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の算定にあた

り簡便法を採用しております。 

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の算定にあた

り簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

（単位：千円）

３．退職給付費用に関する事項 

（単位：千円）

勤務費用 11,920

確定拠出年金制度に対する

掛金拠出額 
21,699

中小企業退職金共済制度に

対する掛金拠出額 
1,835

  35,455

勤務費用 14,864

確定拠出年金制度に対する

掛金拠出額 22,781

中小企業退職金共済制度に

対する掛金拠出額 1,635

  39,281

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は勤務費用に含めております。 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は勤務費用に含めております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 特記すべき事項はありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 特記すべき事項はありません。 
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⑤ 税効果会計 

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 

（千円） 

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 

（千円） 

繰延税金資産  

賞与関連費用 111,299

繰越欠損金認容 79,681

退職給付引当金繰入超過額 13,787

営業権償却超過額 16,306

確定拠出年金関連費用 13,388

未払事業税及び事業所税 28,908

貸倒引当金 9,655

その他 95,301

繰延税金資産小計 368,330

評価性引当額 △46,330

繰延税金資産合計 322,000

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △901

計 △901

繰延税金資産（負債）の純額 321,098

繰延税金資産  

賞与関連費用 124,023

繰越欠損金認容 68,215

退職給付引当金繰入超過額 18,235

営業権償却超過額 12,471

確定拠出年金関連費用 15,205

未払事業税及び事業所税 16,783

貸倒引当金 3,427

その他 59,040

繰延税金資産小計 317,402

評価性引当額 △73,097

繰延税金資産合計 244,305

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △2,244

計 △2,244

繰延税金資産（負債）の純額 242,060

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。 

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。 

流動資産 194,706

固定資産 126,392

流動資産 153,692

固定資産 88,367

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 

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 40.5％

（調整）  

繰越欠損金認容 △24.7％

連結調整勘定の償却 21.8％

評価性引当額 7.8％

永久に益金又は損金に算入されない金額 8.0％

住民税等均等割 5.9％

その他 7.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 67.2％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

連結調整勘定の償却 6.5％

評価性引当額 3.3％

永久に益金又は損金に算入されない金額 1.9％

住民税等均等割 1.9％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.3％
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⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当社グループは調剤薬局を主たる業務として、同一セグメントに属する医薬品治験関連業務を付随業務とし、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社グループは調剤薬局を主たる業務として、同一セグメントに属する医薬品治験関連業務を付随業務とし、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

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）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該

当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）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）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

  

(3）子会社等 

 該当事項はありません 

(4）兄弟会社等 

 （注）１．上記(1)～(4)の金額のうち、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。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①当社と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。 

②当社は、銀行借入に対して、代表取締役社長中村勝より債務保証を受けております。 

なお、当該債務保証に対し、保証料の支払いは行なっておりません。取引金額は、期末の借入残高を記載

しております。 

③当社は、リース・割賦契約に対して代表取締役社長中村勝より連帯保証を受けております。 

なお、当該連帯保証に対し、保証料の支払いは行なっておりません。取引金額は、期末のリース・割賦債

務残高を記載しております。 

④㈱大和インターナショナルは当社代表取締役社長 中村勝及び当社取締役 中村敬が平成17年３月末現

在、議決権の100.0％を直接保有しております。 

⑤有価証券の売却価格については、株式評価算定書に基づいております。 

３．㈱クラヤ三星堂は、平成16年10月１日付で会社分割により持株会社体制に移行し、商号を㈱メディセオホー

ルディングス変更すると共に、医薬品等卸売事業の営業を同社の完全子会社である㈱クラヤ三星堂（旧商

号：クラヤ三星堂分割準備㈱）、㈱やまひろクラヤ三星堂、潮田三国堂薬品㈱に承継させましたので、兄弟

会社として記載しております。また、平成17年10月１日付で商号を㈱メディセオ・パルタックホールディン

グスに変更しております。 

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 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員 中村勝 － － 

当社代

表取締

役 

 （被所有） 

 直接14.6 
－   ― 

銀行借入に対する

連帯保証 
1,799,996 ― － 

リース・割賦契約に

対する連帯保証  
188,930 ― － 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している 

会社等 

(株)大和

インター

ナショナ

ル 

千葉県

松戸市 
10 

有価証

券の保

有並び

に運用 

― 
役員 

2名  
  ― 有価証券売却 12,800   ― － 

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 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

その他の

関係会社 

の子会社 

(株)クラ

ヤ三星堂 

東京都

中央区 
100 

医薬品 

等卸売

業 

― ― 

当社及び

当社子会

社の医薬

品他仕入

先 

医薬品 

他の仕入 
4,091,017 

買掛金 

未払金 

1,497,194 

13,988 

その他の

関係会社

の子会社 

㈱やまひ

ろクラヤ

三星堂 

山梨県

中巨摩

郡 

57 

医薬品

等卸売

業 

（被所有） 

間接 7.4 
― 

当社及び

当社子会

社の医薬

品他仕入

先 

医薬品 

他の仕入 
582,489 

買掛金 

未払金 

168,258 

6,474 

その他の

関係会社

の子会社 

潮田 

三国堂 

薬品㈱ 

茨城県

水戸市 
98 

医薬品

等卸売

業 

― ― 

当社及び

当社子会

社の医薬

品他仕入

先 

医薬品 

他の仕入 
254,514 

買掛金 

未払金 

110,121 

161 
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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 

 該当事項はありません。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

  

(3）子会社等 

 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 
(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 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員 中村勝 － － 

当社代

表取締

役 

 （被所有） 

 直接16.6 
－   ― 

銀行借入に対する

連帯保証 
－ ― － 

リース・割賦契約に

対する連帯保証  
－ ― － 
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（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。 

  

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 70,968.44円 

１株当たり当期純利益金額 8,669.48円 

１株当たり純資産額 87,678.55円 

１株当たり当期純利益金額 31,870.37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、新株引受権の残高はありますが、当社株式は非

上場・非登録であり、期中平均株価が把握できませんの

で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、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株

価が把握できませんので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） 74,011 333,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 26,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (26,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 

  
74,011 307,325 

期中平均株式数（株） 8,537 9,643 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株引受権２種類（潜在株式の

数4,180株） 

 当該新株引受権は、平成18年２

月21日付で、全て権利行使が行わ

れております。 

   ──────────── 
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（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） 

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） 

      ───────────────   平成18年３月17日及び平成18年３月31日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

18年４月20日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年４月20日付で資本金は814,600   

千円、発行済株式総数は15,237株となっております。 

  ① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    1,500株 

③ 発行価格 ：１株につき  420,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  390,600円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき  323,000円 

(資本組入額  161,500円)

⑥ 発行価額の総額 ：484,500千円 

⑦ 払込金額の総額 ：585,900千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：242,250千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年４月20日 

⑩ 配当起算日 ：平成18年４月１日 

⑪ 資金の使途 ：システム投資及び借入金の

返済 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1)調剤 

 当連結会計年度の処方箋応需実績を地区別に示すと、次のとおりであります。 

  

(2)販売実績 

①当連結会計年度の店舗数及び調剤薬局事業部門売上を地区別に示すと次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

地区別 

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） 

処方箋応需枚数 
（千枚） 

構成比（％） 
処方箋応需枚数 

（千枚） 
構成比（％） 前期比（％） 

東北 615 23.2 601 22.8 97.6 

関東 1,578 59.4 1,542 58.4 97.8 

東海・甲信越（中部） 301 11.3 332 12.6 110.2 

その他（関西） 161 6.1 163 6.2 101.1 

合計 2,657 100.0 2,639 100.0 99.3 

地区別 

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） 

期末店舗数 構成比（％） 期末店舗数 構成比（％） 

東北 27 25.5 26 24.8 

関東 59 55.6 60 57.1 

東海・甲信越（中部） 13 12.3 12 11.4 

その他（関西） 7 6.6 7 6.7 

合計 106 100.0 105 100.0 

地区別 

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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％） 

東北 5,328 26.5 5,732 26.6 107.6 

関東 11,769 58.6 12,364 57.3 105.1 

東海・甲信越（中部） 2,026 10.1 2,446 11.3 120.7 

その他（関西） 952 4.8 1,042 4.8 109.5 

合計 20,077 100.0 21,586 100.0 107.5 
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②当連結会計年度の売上高を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 事業部門別 

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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％）

調剤薬

局事業 

薬剤に係る収入 14,024 69.4 15,387 70.9 109.7 

調剤技術に係る収入 5,088 25.2 5,284 24.4 103.9 

一般薬等売上 964 4.8 914 4.2 94.8 

小計 20,077 99.4 21,586 99.5 107.5 

医薬品治験関連事業 116 0.6 115 0.5 99.1 

合計 20,193 100.0 21,701 100.0 107.5 
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