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平成 18 年６月 14 日 

 

各  位 

 

会 社 名   株式会社アイロム 

代表者名   代表取締役会長兼社長 森 豊隆 

（コード番号 ２３７２ 東証第１部） 

問合せ先   取締役 経営企画本部本部長 

秀島 直樹 

（ＴＥＬ ０３－５４３６－３１４８） 

 

 

 

（訂正）平成 18 年３月期決算短信（連結）の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 18 年６月２日に開示いたしました、「（訂正）平成 18 年３月期決算及び平成 19

年３月期業績予想の一部訂正について」において、平成 18 年５月 19 日に開示いたしました「平

成 18 年３月期 決算短信（連結）」及び「平成 19 年３月期の連結業績予想（中間期・通期）」を

訂正することを公表し、その概要をお知らせしております。 

つきましては、当該訂正決算短信（連結）の詳細な訂正内容を改めてお知らせいたします。な

お、訂正箇所を含むページについて、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 

 
 

以 上 
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[訂正前 1頁] 

 

平成 18 年 ３ 月期   決算短信（連結） 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 
米国会計基準採用の有無   無 
 

１．18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   ％ 

13,350   （131.2） 

5,773   （58.1） 

百万円   ％

1,042  （△38.0）

1,680    （5.9）

百万円   ％

973   （△41.1）

1,653    （15.0）
 

 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

 763    （△14.7） 

     894      （21.6） 

円  銭

796 08 

1,027  77 

円  銭

761  03 

976  03 

        ％

6.6 

14.7 

        ％ 

 5.3 

19.8 

        ％

 7.3 

28.6 

(注)①持分法投資損益     18年３月期   ―円   17年３月期    △９百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年３月期  927,570株    17年３月期 832,350株 

③会計処理の方法の変更  無  

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 (2) 連結財政状態 

 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 

27,385 

9,559 

                百万円

16,707 

6,489 

            ％

61.0 

67.9 

       円   銭

17,877    71 

 7,750    24 

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

 (3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

18年３月期 

17年３月期 

      百万円 

△1,770 

 159 

      百万円

△4,147 

△1,812 

      百万円

10,837 

 778 

      百万円

6,331 

1,408 

 (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  11社  持分法適用非連結子会社数  ― 社  持分法適用関連会社数  ― 社 

 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ６社   (除外)   １ 社  持分法 (新規)  ― 社  (除外)   ― 社 

２．19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 

 

中間期 

通  期 

         百万円 

 6,700 

 17,200 

         百万円

△590 

1,650 

          百万円

△610 

790 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）818円58銭 

 

※ 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

て大きく異なる可能性があります。  
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[訂正後] 

 

平成 18 年 ３ 月期   決算短信（連結） 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 
米国会計基準採用の有無   無 
 

１．18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） 

(2) 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 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

12,717   （120.3） 

5,773   （58.1） 

百万円   ％

559  （△66.7）

1,680    （5.9）

百万円   ％

489   （△70.4）

1,653    （15.0）
 

 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

 480    （△46.3） 

     894      （21.6） 

円  銭

490 99 

1,027  77 

円  銭

469  37 

976  03 

        ％

4.2 

14.7 

        ％ 

 2.7 

19.8 

        ％

 3.9 

28.6 

(注)①持分法投資損益     18年３月期   ―円   17年３月期    △９百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年３月期  927,570株    17年３月期 832,350株 

③会計処理の方法の変更  無  

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 (2) 連結財政状態 

 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 

27,375 

9,559 

                百万円

16,424 

6,489 

            ％

60.0 

67.9 

       円   銭

17,548    15 

 7,750    24 

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

 (3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

18年３月期 

17年３月期 

      百万円 

△1,663 

 159 

      百万円

△4,182 

△1,812 

      百万円

10,735 

 778 

      百万円

6,301 

1,408 

 (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  11社  持分法適用非連結子会社数  ― 社  持分法適用関連会社数  ― 社 

 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ６社   (除外)   １ 社  持分法 (新規)  ― 社  (除外)   ― 社 

２．19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 

 

中間期 

通  期 

         百万円 

 7,160 

 17,600 

         百万円

△470 

1,880 

          百万円

△490 

870 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）904円19銭 

 

※ 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

て大きく異なる可能性があります。  
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[訂正前 7頁] 
３．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 
① 業績等の概況 
   当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や原材料の価格上昇等の懸念事項を残しつつも、個人

消費に持ち直しの動きが見られる等、景気は総じて回復基調で推移いたしました。 

   医薬品業界におきましては、医療費抑制策が進展する中、外資系製薬企業の進出や業界再編の進行等が顕著と

なり、今後、新薬の開発をめぐる企業間競争は国際的な規模でますます激化することが予想されます。 

一方で、国民の健康管理や病気予防、QOL の向上に対する関心が高まっており、健康食品やサプリメント、抗

加齢の分野においても市場は拡大傾向にあります。 

   当社グループにおきましては、このような環境の中で、医療機関及び生活者双方のニーズを適確に捉え、M&A

等による事業の多角化を図り、医療・医薬品・検査等の総合的な医療サービスの質の向上に努めてまいりました。 

当連結会計年度におきましては、人々の健康維持に貢献することを目的とし、㈱アイロムロハス、小林製薬工

業㈱（平成 18 年４月１日付にてアイロム製薬㈱に商号変更）、㈱テン・ドラッグの子会社化を始めとする積極的

な M&A により事業を拡大してまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 13,350 百万円（前年

同期比 131.2％増）となりましたが、子会社化による販売費及び一般管理費の増加や、連結調整勘定相当額（以

下のれん代）の償却、また、行政の新体制移行に伴う製薬企業における新薬開発の一時的な停滞による臨床試験

延期の影響等により、営業利益 1,042 百万円（前年同期比 38.0％減）、経常利益 973 百万円（前年同期比 41.1％

減）、当期純利益 763 百万円（前年同期比 14.7％減）となりました。 

 

 ② 事業の種類別セグメントの状況 

   当連結会計年度より、「（セグメント情報） １．事業の種類別セグメント情報」 の（注）に記載のとおり、事

業の種類別セグメント区分の変更を行っております。また、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度分を変

更後の区分に組み替えて行っております。 

 

  SMO 事業 

   当事業におきましては、北海道から沖縄まで全国規模の事業基盤を確立し、提携医療機関を拡大するとともに、

日本においても心臓安全性評価に関する QT 試験の義務化が必至であることから、先駆的に QT 試験のインフラ整

備を行い、新たに第Ⅰ相試験の支援に着手することで治験実施施設のネットワーク強化を進め、第Ⅰ相から第Ⅳ

相までの総合的な臨床試験支援体制の構築を実現いたしました。その結果、売上高3,315百万円（前年同期比5.0％

増）となりましたが、行政の新体制移行に伴う製薬企業における新薬開発の一時的な停滞による来期への受注の

ずれ込み、また、新薬開発の受託競争激化に伴う受注単価の下落により、営業利益1,721百万円（前年同期比24.1％

減）となりました。 

 

  メディカルサポート事業 

   当事業におきましては、前連結会計年度に開設いたしましたクリニックモールネムース横浜元町、及び当連結

会計年度に新たに開設いたしましたメディファ元麻布クリニック等が順調に稼動した他、医療機器等の販売にお

きましても、販売及び賃貸の取引先拡大に努めてまいりました。その結果、売上高 2,584 百万円（前年同期比

139.3％増）、営業利益 355 百万円（前年同期比 262.8％増）となりました。 

 

  人材コンサルティング事業 

   当事業におきましては、引続き新規クライアントの増強に注力し、医療機関・民間企業・薬局・ドラッグスト

ア等への医療関連スタッフの派遣の拡充に努めました。また、医薬品等についての適切な説明、医療や健康に関

する相談・情報提供の可能な質の高い薬剤師の育成が急務とされる背景を受け、人材の育成にも注力いたしまし

た結果、売上高 477 百万円（前年同期比 9.7％増）となりましたが、販売費及び一般管理費の増加により、営業

利益３百万円（前年同期比 92.3％減）となりました。 

 

  医薬品等の販売事業 

   当事業におきましては、当連結会計年度に㈱アイロムロハス及び㈱テン・ドラッグを子会社化し、生活者と医

療機関とをつなぐ新しいタイプの調剤薬局「ファルマルシェ薬局」の展開に着手いたしました。その結果、売上

高 4,838 百万円（前年同期比 2201.3％増）となりましたが、M&A に伴うのれん代の償却、店舗の新設及び人員の 
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[訂正後] 

３．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 
① 業績等の概況 
   当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や原材料の価格上昇等の懸念事項を残しつつも、個人

消費に持ち直しの動きが見られる等、景気は総じて回復基調で推移いたしました。 

   医薬品業界におきましては、医療費抑制策が進展する中、外資系製薬企業の進出や業界再編の進行等が顕著と

なり、今後、新薬の開発をめぐる企業間競争は国際的な規模でますます激化することが予想されます。 

一方で、国民の健康管理や病気予防、QOL の向上に対する関心が高まっており、健康食品やサプリメント、抗

加齢の分野においても市場は拡大傾向にあります。 

   当社グループにおきましては、このような環境の中で、医療機関及び生活者双方のニーズを適確に捉え、M&A

等による事業の多角化を図り、医療・医薬品・検査等の総合的な医療サービスの質の向上に努めてまいりました。 

当連結会計年度におきましては、人々の健康維持に貢献することを目的とし、㈱アイロムロハス、小林製薬工

業㈱（平成 18 年４月１日付にてアイロム製薬㈱に商号変更）、㈱テン・ドラッグの子会社化を始めとする積極的

な M&A により事業を拡大してまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 12,717 百万円（前年

同期比 120.3％増）となりましたが、子会社化による販売費及び一般管理費の増加や、連結調整勘定（以下のれ

ん代）の償却、また、行政の新体制移行に伴う製薬企業における新薬開発の一時的な停滞による臨床試験延期の

影響等により、営業利益 559 百万円（前年同期比 66.7％減）、経常利益 489 百万円（前年同期比 70.4％減）、当

期純利益 480 百万円（前年同期比 46.3％減）となりました。 

 

 ② 事業の種類別セグメントの状況 

   当連結会計年度より、「（セグメント情報） １．事業の種類別セグメント情報」 の（注）に記載のとおり、事

業の種類別セグメント区分の変更を行っております。また、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度分を変

更後の区分に組み替えて行っております。 

 

  SMO 事業 

   当事業におきましては、北海道から沖縄まで全国規模の事業基盤を確立し、提携医療機関を拡大するとともに、

日本においても心臓安全性評価に関する QT 試験の義務化が必至であることから、先駆的に QT 試験のインフラ整

備を行い、新たに第Ⅰ相試験の支援に着手することで治験実施施設のネットワーク強化を進め、第Ⅰ相から第Ⅳ

相までの総合的な臨床試験支援体制の構築を実現いたしました。その結果、売上高2,955百万円（前年同期比6.4％

減）となりましたが、行政の新体制移行に伴う製薬企業における新薬開発の一時的な停滞による来期への受注の

ずれ込み、また、新薬開発の受託競争激化に伴う受注単価の下落により、営業利益1,531百万円（前年同期比32.4％

減）となりました。 

 

  メディカルサポート事業 

   当事業におきましては、前連結会計年度に開設いたしましたクリニックモールネムース横浜元町、及び当連結

会計年度に新たに開設いたしましたメディファ元麻布クリニック等が順調に稼動した他、医療機器等の販売にお

きましても、販売及び賃貸の取引先拡大に努めてまいりました。その結果、売上高 2,311 百万円（前年同期比

114.0％増）となりましたが、営業利益 68 百万円（前年同期比 29.6％減）となりました。 

 

  人材コンサルティング事業 

   当事業におきましては、引続き新規クライアントの増強に注力し、医療機関・民間企業・薬局・ドラッグスト

ア等への医療関連スタッフの派遣の拡充に努めました。また、医薬品等についての適切な説明、医療や健康に関

する相談・情報提供の可能な質の高い薬剤師の育成が急務とされる背景を受け、人材の育成にも注力いたしまし

た結果、売上高 477 百万円（前年同期比 9.7％増）となりましたが、販売費及び一般管理費の増加により、営業

利益３百万円（前年同期比 92.3％減）となりました。 

 

  医薬品等の販売事業 

   当事業におきましては、当連結会計年度に㈱アイロムロハス及び㈱テン・ドラッグを子会社化し、生活者と医

療機関とをつなぐ新しいタイプの調剤薬局「ファルマルシェ薬局」の展開に着手いたしました。その結果、売上

高 4,838 百万円（前年同期比 2201.4％増）となりましたが、M&A に伴うのれん代の償却、店舗の新設及び人員の 
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[訂正前 8頁] 
見直し等による費用の発生により営業損失 202 百万円（前年同期比 1602.6％減）となりました。 

 

医薬品等の製造販売事業 

 当事業におきましては、平成 17 年 4 月 1 日施行の薬事法改正に伴い、製造受託のマーケットの急速な拡大が

見込まれる背景を受け、当連結会計年度に小林製薬工業㈱（平成 18 年４月１日付にてアイロム製薬㈱に商号変

更）を子会社化いたしました。輸液等の注射剤を中心とする医薬品等の製造受託、及び営業・開発の受託に努め

ました結果、売上高 2,182 百万円（前年同期比の売上実績なし）となりましたが、M&A に伴うのれん代の償却に

より、営業損失 0.5 百万円（前年同期比の利益計上実績なし）となりました。 

 

  その他の事業 

   不動産管理、貸付に伴う利息収入等により、売上高 242 百万円（前年同期比 73.3％減）、営業利益 28 百万円（前

年同期比 64.8％減）となりました。 

 

  上記事業の種類別セグメント毎の売上高及び営業利益は、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。 

 

（２）財政状態 

    当連結会計年度末のキャッシュ・フローについては、営業活動により 1,770 百万円減少し、投資活動により

4,147 百万円減少し、財務活動により 10,837 百万円増加した結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、期首残高 1,408 百万円よりも 4,922 百万円増加し、6,331 百万円となりました。 

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

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は、1,770 百万円（前連結会計年度 159 百万円の取得）となりました。 

   主な要因は、売上債権の減少 872 百万円があった一方、営業貸付金の増加 2,863 百万円や、法人税等の支払 786

百万円等があったことによるものであります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、4,147 百万円（前年同期比 128.8％増）となりました。 

   主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 2,131 百万円、有形固定資産の取得 1,835 百万円による

ものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果得られた資金は、10,837 百万円（前年同期比 1,291.4％増）となりました。 

   主な要因は、株式の発行による収入 9,511 百万円によるものであります。 
 

  キャッシュ・フロー指標 

 
平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

自己資本比率 （％） 79.3 67.9 61.0

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
 1,012.2 940.4 249.1

債務償還年数 （年） ― 4.5 ―

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
― 7.9 ―

（注）1. 自己資本比率：自己資本/総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

3. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

4.  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 

   5.  各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

   6. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。 

    7. 平成 16 年３月期、平成 18 年３月期においては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスである

ため債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオを記載しておりません。 
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[訂正後] 

見直し等による費用の発生により営業損失 202 百万円（前年同期は、営業利益 13 百万円）となりました。 

 

医薬品等の製造販売事業 

 当事業におきましては、平成 17 年 4 月 1 日施行の薬事法改正に伴い、製造受託のマーケットの急速な拡大が

見込まれる背景を受け、当連結会計年度に小林製薬工業㈱（平成 18 年４月１日付にてアイロム製薬㈱に商号変

更）を子会社化いたしました。輸液等の注射剤を中心とする医薬品等の製造受託、及び営業・開発の受託に努め

ました結果、売上高 2,182 百万円（前年同期比の売上実績なし）となりましたが、M&A に伴うのれん代の償却に

より、営業損失 0.5 百万円（前年同期比の利益計上実績なし）となりました。 

 

  その他の事業 

   不動産管理、貸付に伴う利息収入等により、売上高 242 百万円（前年同期比 73.3％減）、営業利益 32 百万円（前

年同期比 60.0％減）となりました。 

 

  上記事業の種類別セグメント毎の売上高及び営業利益は、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。 

 

（２）財政状態 

    当連結会計年度末のキャッシュ・フローについては、営業活動により 1,663 百万円減少し、投資活動により

4,182 百万円減少し、財務活動により 10,735 百万円増加した結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、期首残高 1,408 百万円よりも 4,892 百万円増加し、6,301 百万円となりました。 

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

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は、1,663 百万円（前連結会計年度 159 百万円の取得）となりました。 

   主な要因は、売上債権の減少が 1,250 百万円あった一方、営業貸付金の増加 2,863 百万円や、法人税等の支払

799 百万円等があったことによるものであります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、4,182 百万円（前年同期比 123.6％増）となりました。 

   主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 2,126 百万円、有形固定資産の取得 1,834 百万円による

ものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果得られた資金は、10,735 百万円（前年同期比 1,278.3％増）となりました。 

   主な要因は、株式の発行による収入 9,511 百万円によるものであります。 
 

  キャッシュ・フロー指標 

 
平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

自己資本比率 （％） 79.3 67.9 60.0

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
 1,012.2 940.4 249.2

債務償還年数 （年） ― 4.5 ―

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
― 7.9 ―

（注）1. 自己資本比率：自己資本/総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

3. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

4.  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 

   5.  各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

   6. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。 

    7. 平成 16 年３月期、平成 18 年３月期においては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスである

ため債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオを記載しておりません。 
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[訂正前 9 頁] 
（３）通期の見通し 

   SMO 事業につきましては、北海道から沖縄までの広範かつ強固な治験ネットワークを活用することで、業務の

さらなる効率性を追求した事業展開を推進してまいります。また、第Ⅰ相試験の支援に着手したことにより、製

薬企業のニーズにより一層柔軟に対応することが可能となった為、受注規模の拡大を見込んでおります。 
今期はさらに、「食と医の融合」を推進すべく、各企業との業務提携等に伴う健康食品等の評価・開発の受注

拡大に注力してまいります。 
   メディカルサポート事業につきましては、今後も引続き、都市部を中心とするクリニックモールの増加が予想

されますが、当社グループにおきましては、他社との差別化が図るべく業務提携等を行い、近隣型ショッピング

センターとの併設によるクリニックモールの展開等、サービスの質を重視した環境を一層整備し、提供してまい

ります。それに伴い有用性の高い医療機器、医薬品等におきましても、販売規模の拡大を見込んでおります。 
   人材コンサルティング事業につきましては、医薬品についての適切な説明、医療や健康に関する相談・情報提

供の可能な質の高い薬剤師の育成が急務とされており、新規取引先の拡大を図りながら、教育研修にもより一層

力を入れてまいります。 
   調剤薬局、ドラッグストアによる医薬品等の販売事業につきましては、PB 商品等を中心とする販売商品の見直

し及び仕入れ価格の見直し等を進め、事業効率を高めながら、さらなる統廃合を実施してまいります。 
   また、「ファルマルシェ薬局」の展開におきましても、今期中にも新たに７～８店舗の新規開設を予定してお

り、薬剤師等の資格を持った専門家による詳細な説明、情報提供により本当に良いものをお客様自身で判断する

ことの出来る基準を作り、新しい薬局として定着させることで人々の健康維持に貢献してまいります。 
   医薬品等の製造販売事業におきましては、従来の輸液を始めとする各種注射剤の製造受託に加え、当社グルー

プ独自ブランドの飲料水、健康食品、サプリメント等の開発・製造を行う方針であります。 
平成 19 年度 3 月期におきましては、各事業間のシナジー効果もあり、売上高 17,200 百万円、経常利益 1,650

百万円、当期純利益 790 百万円を見込んでおります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発表現在において当社グループが判断したものであります。 
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[訂正後] 
（３）通期の見通し 

   SMO 事業につきましては、北海道から沖縄までの広範かつ強固な治験ネットワークを活用することで、業務の

さらなる効率性を追求した事業展開を推進してまいります。また、第Ⅰ相試験の支援に着手したことにより、製

薬企業のニーズにより一層柔軟に対応することが可能となった為、受注規模の拡大を見込んでおります。 
今期はさらに、「食と医の融合」を推進すべく、各企業との業務提携等に伴う健康食品等の評価・開発の受注

拡大に注力してまいります。 
   メディカルサポート事業につきましては、今後も引続き、都市部を中心とするクリニックモールの増加が予想

されますが、当社グループにおきましては、他社との差別化が図るべく業務提携等を行い、近隣型ショッピング

センターとの併設によるクリニックモールの展開等、サービスの質を重視した環境を一層整備し、提供してまい

ります。それに伴い有用性の高い医療機器、医薬品等におきましても、販売規模の拡大を見込んでおります。 
   人材コンサルティング事業につきましては、医薬品についての適切な説明、医療や健康に関する相談・情報提

供の可能な質の高い薬剤師の育成が急務とされており、新規取引先の拡大を図りながら、教育研修にもより一層

力を入れてまいります。 
   調剤薬局、ドラッグストアによる医薬品等の販売事業につきましては、PB 商品等を中心とする販売商品の見直

し及び仕入れ価格の見直し等を進め、事業効率を高めながら、さらなる統廃合を実施してまいります。 
   また、「ファルマルシェ薬局」の展開におきましても、今期中にも新たに７～８店舗の新規開設を予定してお

り、薬剤師等の資格を持った専門家による詳細な説明、情報提供により本当に良いものをお客様自身で判断する

ことの出来る基準を作り、新しい薬局として定着させることで人々の健康維持に貢献してまいります。 
   医薬品等の製造販売事業におきましては、従来の輸液を始めとする各種注射剤の製造受託に加え、当社グルー

プ独自ブランドの飲料水、健康食品、サプリメント等の開発・製造を行う方針であります。 
平成 19 年度 3 月期におきましては、各事業間のシナジー効果もあり、売上高 17,600 百万円、経常利益 1,880

百万円、当期純利益 870 百万円を見込んでおります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発表現在において当社グループが判断したものであります。 
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[訂正前 10頁] 

１ 【連結財務諸表等】 

連結財務諸表 

   ①連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,408,620  6,401,871

２ 受取手形及び売掛金  2,493,184  3,140,861

３ 営業貸付金  559,565  3,386,544

４ 商品  33,981  ―

５ 仕掛品  212,795  ―

６ たな卸資産  ―  1,699,233

７ 繰延税金資産  73,075  125,558

８ その他  527,545  932,474

貸倒引当金  △28,082  △191,591

流動資産合計  5,280,686 55.2  15,494,951 56.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  1,158,788 3,989,002 

減価償却累計額  △34,003 1,124,784 △1,708,206 2,280,795

(2) 機械装置及び運搬具  14,624 1,744,339 

減価償却累計額  △5,526 9,097 △1,265,008 479,331

(5) 土地 ※３ 758,437  2,459,714

(6) 建設仮勘定  196,635  921,744

(7) その他  40,239 435,274 

減価償却累計額  △21,564 18,675 △339,815 95,458

有形固定資産合計  2,107,630 22.1  6,237,045 22.8

２ 無形固定資産   

(1) 連結調整勘定  ―  1,455,892

(2) その他  8,447  146,075

無形固定資産合計  8,447 0.1  1,601,967 5.8

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※２ 1,286,663  2,262,095

(2) 繰延税金資産  8,380  10,598

(3) その他  867,609  1,779,110

貸倒引当金  ―  △110

投資その他の資産合計  2,162,653 22.6  4,051,694 14.8

固定資産合計  4,278,732 44.8  11,890,707 43.4

資産合計  9,559,418 100.0  27,385,659 100.0
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[訂正後] 

１ 【連結財務諸表等】 

連結財務諸表 

   ①連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,408,620  6,401,871

２ 受取手形及び売掛金  2,493,184  2,762,861

３ 営業貸付金  559,565  3,386,544

４ 商品  33,981  ―

５ 仕掛品  212,795  ―

６ たな卸資産  ―  1,869,233

７ 繰延税金資産  73,075  227,604

８ その他  527,545  950,474

貸倒引当金  △28,082  △212,025

流動資産合計  5,280,686 55.2  15,386,564 56.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,158,788 3,989,002 

減価償却累計額  △34,003 1,124,784 △1,708,206 2,280,795

(2) 機械装置及び運搬具  14,624 1,744,339 

減価償却累計額  △5,526 9,097 △1,265,008 479,331

(5) 土地 ※2,4 758,437  2,459,714

(6) 建設仮勘定  196,635  921,744

(7) その他  40,239 435,274 

減価償却累計額  △21,564 18,675 △339,815 95,458

有形固定資産合計  2,107,630 22.1  6,237,045 22.8

２ 無形固定資産   

(1) 連結調整勘定  ―  1,455,892

(2) その他  8,447  146,075

無形固定資産合計  8,447 0.1  1,601,967 5.8

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※３ 1,286,663  2,262,095

(2) 長期貸付金  ―  62,384

(3) 繰延税金資産  8,380  108,995

(4) その他  867,609  1,716,725

貸倒引当金  ―  △110

投資その他の資産合計  2,162,653 22.6  4,150,091 15.2

固定資産合計  4,278,732 44.8  11,989,104 43.8

資産合計  9,559,418 100.0  27,375,668 100.0
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[訂正前 11 頁] 

 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  296,696  1,716,792

２ 短期借入金  800,000  4,665,030

３ 未払法人税等  781,453  565,127

４ 賞与引当金  6,381  58,777

５ 前受金  556,947  ―

６ その他  382,872  1,523,839

流動負債合計  2,824,350 29.6  8,529,567 31.2

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  ―  743,956

２ 退職給付引当金  ―  459,964

３ 役員退職慰労引当金  ―  9,630

４ 長期繰延税金負債  ―  190,008

４ その他  232,754  381,424

固定負債合計  232,754 2.4  1,784,983 6.5

負債合計  3,057,105 32.0  10,314,551 37.7

(少数株主持分)   

少数株主持分  12,403 0.1  363,637 1.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,500,321 15.7  6,281,923 22.9

Ⅱ 資本剰余金  2,791,321 29.2  7,572,923 27.7

Ⅲ 利益剰余金  2,193,958 23.0  2,835,141 10.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,309 0.0  17,482 0.1

資本合計  6,489,910 67.9  16,707,470 61.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 9,559,418 100.0  27,385,659 100.0
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[訂正後] 

 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  296,696  1,716,792

２ 短期借入金  800,000  4,665,030

３ 一年内返済予定長期借入金 ※２ ―  88,808

４ 未払法人税等  781,453  565,127

５ 繰延税金負債  ―  748

６ 賞与引当金  6,381  58,777

７ 前受金  556,947  ―

８ その他  382,872  1,473,282

流動負債合計  2,824,350 29.6  8,568,567 31.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※２ ―  743,956

２ 繰延税金負債  ―  190,008

３ 退職給付引当金  ―  459,964

４ 役員退職慰労引当金  ―  9,630

５ その他  232,754  615,424

固定負債合計  232,754 2.4  2,018,983 7.4

負債合計  3,057,105 32.0  10,587,551 38.7

(少数株主持分)   

少数株主持分  12,403 0.1  363,637 1.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,500,321 15.7  6,281,923 22.9

Ⅱ 資本剰余金  2,791,321 29.2  7,572,923 27.7

Ⅲ 利益剰余金  2,193,958 23.0  2,552,150 9.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,309 0.0  17,482 0.1

資本合計  6,489,910 67.9  16,424,480 60.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 9,559,418 100.0  27,375,668 100.0
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[訂正前 12 頁] 

② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  5,773,185 100.0  13,350,088 100.0

Ⅱ 売上原価  2,835,294 49.1  8,933,486 66.9

売上総利益  2,937,891 50.9  4,416,602 33.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  476,753 443,875 

２ 給料手当及び賞与  231,300 854,590 

３ 賞与引当金繰入額  2,635 19,089 

４ 賃借料  93,250 484,154 

５ 貸倒引当金繰入額  26,067 12,109 

６ その他  427,292 1,257,300 21.8 1,560,245 3,374,065 25.3

営業利益  1,680,591 29.1  1,042,536 7.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  5,272 6,995 

２ 受取配当金  20,082 49,997 

３ その他  12,711 38,066 0.6 38,489 95,482 0.7

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  22,621 51,967 

２ 支払手数料  11,420 ― 

３ 持分法による投資損失  9,181 ― 

４ 新株発行費  15,142 52,006 

５ その他  6,875 65,240 1.1 60,799 164,773 1.2

経常利益  1,653,417 28.6  973,246 7.3
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[訂正後] 

② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  5,773,185 100.0  12,717,088 100.0

Ⅱ 売上原価  2,835,294 49.1  8,763,486 68.9

売上総利益  2,937,891 50.9  3,953,602 31.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  476,753 443,875 

２ 給料手当及び賞与  231,300 854,590 

３ 賞与引当金繰入額  2,635 19,089 

４ 賃借料  93,250 484,154 

５ 貸倒引当金繰入額  26,067 32,543 

６ その他  427,292 1,257,300 21.8 1,560,245 3,394,499 26.7

営業利益  1,680,591 29.1  559,103 4.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  5,272 6,995 

２ 受取配当金  20,082 49,997 

３ デリバティブ評価益  ― 9,805 

４ その他  12,711 38,066 0.6 28,683 95,482 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  22,621 51,967 

２ 支払手数料  11,420 ― 

３ 持分法による投資損失  9,181 ― 

４ 新株発行費  15,142 52,006 

５ その他  6,875 65,240 1.1 60,799 164,773 1.3

経常利益  1,653,417 28.6  489,812 3.9
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[訂正前 13 頁] 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※１ ― 203,425 

２ 会員権売却益  2,966 ― 

３ 店舗売却益  ― 2,966 0.0 276,649 480,075 3.6

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ 7,018 181 

２ 固定資産除却損 ※３ ― 19,774 

３ 店舗売却損  ― 2,060 

４ 貸倒引当金繰入額  ― 150,000 

５ 会員権売却損  433 7,452 0.1 2,439 174,456 1.3

税金等調整前 
当期純利益 

 1,648,931 28.5  1,278,865 9.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 788,092 560,494 

法人税等調整額  △35,831 752,261 13.0 △109,660 450,834 3.4

少数株主利益  2,208 0.0  64,613 0.5

当期純利益  894,462 15.5  763,417 5.7
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[訂正後] 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※１ ― 203,425 

２ 会員権売却益  2,966 ― 

３ 店舗売却益  ― 2,966 0.0 276,649 480,075 3.7

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ 7,018 181 

２ 固定資産除却損 ※３ ― 19,774 

３ 店舗売却損  ― 2,060 

４ 貸倒引当金繰入額  ― 150,000 

５ 会員権売却損  433 7,452 0.1 2,439 174,456 1.3

税金等調整前 
当期純利益 

 1,648,931 28.5  795,431 6.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 788,092 560,494 

法人税等調整額  △35,831 752,261 13.0 △310,103 250,391 2.0

少数株主利益  2,208 0.0  64,613 0.5

当期純利益  894,462 15.5  480,427 3.8
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[訂正前 14 頁] 

 
③ 連結剰余金計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,791,321  2,791,321

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株の発行  ― ― 4,781,602 4,781,602

Ⅲ 資本剰余金期末残高  2,791,321  7,572,923

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,365,441  2,193,958

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  894,462 894,462 763,417 763,417

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  27,745 83,235 

 ２ 役員賞与  38,200 65,945 39,000 122,235

Ⅳ 利益剰余金期末残高  2,193,958  2,835,141
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[訂正後] 

 
③ 連結剰余金計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,791,321  2,791,321

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株の発行  ― ― 4,781,602 4,781,602

Ⅲ 資本剰余金期末残高  2,791,321  7,572,923

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,365,441  2,193,958

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  894,462 894,462 480,427 480,427

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  27,745 83,235 

 ２ 役員賞与  38,200 65,945 39,000 122,235

Ⅳ 利益剰余金期末残高  2,193,958  2,552,150
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[訂正前 15 頁] 

④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  1,648,931 1,278,865 

２ 減価償却費  31,113 189,081 

３ 連結調整勘定償却額  △1,421 190,631 

４ 貸倒引当金の増減額  26,067 162,109 

５ 賞与引当金の増減額  △600 981 

６ 受取利息及び受取配当金  △25,354 △56,993 

７ 支払利息  22,621 51,967 

８ 為替差損益  △576 △2,779 

９ 持分法による投資損失  9,181 ― 

10 有価証券評価損  ― 10,502 

11 投資有価証券売却損  2,212 3,790 

12 投資有価証券売却益  ― △2,284 

13 固定資産売却損  7,018 2,242 

14 固定資産売却益  ― △480,075 

15 固定資産除却損  ― 19,774 

16 会員権売却益  △2,966 ― 

17 会員権売却損  433 2,439 

18 売上債権の増減額  △1,688,175 872,786 

19 営業貸付金の増減額  △42,941 △2,863,987 

20 たな卸資産の増減額  ― 132,716 

21 商品の増減額  △20,676 ― 

22 仕掛品の増減額  △121,730 ― 

23 販売用不動産の増減額  748,701 46,090 

24 仕入債務の増減額  185,385 △69,712 

25 前受金の増減額  127,268 △285,438 

26 役員賞与の支払額  △38,200 △39,000 

27 その他  △263,977 △155,413 

小計  602,312 △991,705 

28 利息及び配当金の受取額  25,448 57,674 

29 利息の支払額  △22,621 △49,934 

30 法人税等の支払額  △445,307 △786,301 

営業活動によるキャッシュ・フロー  159,833 △1,770,266 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  ― △3,350 

２ 有形固定資産の取得による支出  △1,025,286 △1,835,410 

３ 有形固定資産の売却による収入  19,414 595,686 

４ 無形固定資産の取得による支出  △6,217 △114,721 

５ 投資有価証券の取得による支出  △1,042,519 △1,432,780 

６ 投資有価証券の売却による収入  356,981 490,518 

７ 会員権の売却による収入  ― 933 

８ 貸付による支出  △10,100 △185,152 

９ 貸付金の回収による収入  1,435 50,367 
10 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による収入 

 23,405 282,179 

11 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

 ― △2,131,930 

12  長期前払費用の増加による支出  △105,000 △29,799 

13 その他  △24,718 166,440 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,812,605 △4,147,018 
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[訂正後] 

④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  1,648,931 795,431 

２ 減価償却費  31,113 189,081 

３ 連結調整勘定償却額  △1,421 190,631 

４ 貸倒引当金の増減額  26,067 182,543 

５ 賞与引当金の増減額  △600 981 

６ 受取利息及び受取配当金  △25,354 △56,993 

７ 支払利息  22,621 51,967 

８ 為替差損益  △576 △2,779 

９ 持分法による投資損失  9,181 ― 

10 投資有価証券売却損  2,212 3,790 

11 投資有価証券売却益  ― △2,284 

12 固定資産売却損  7,018 181 

13 固定資産売却益  ― △203,425 

14 店舗売却益  ― △276,649 

15 固定資産除却損  ― 19,774 

16 会員権売却益  △2,966 ― 

17 会員権売却損  433 2,439 

18 売上債権の増減額  △1,688,175 1,250,786 

19 営業貸付金の増減額  △42,941 △2,863,987 

20 たな卸資産の増減額  ― 8,806 

21 商品の増減額  △20,676 ― 

22 仕掛品の増減額  △121,730 ― 

23 販売用不動産の増減額  748,701 ― 

24 仕入債務の増減額  185,385 △69,712 

25 前受金の増減額  127,268 △285,438 

26 役員賞与の支払額  △38,200 △39,000 

27 その他  △263,977 232,045 

小計  602,312 △871,809 

28 利息及び配当金の受取額  25,448 57,674 

29 利息の支払額  △22,621 △49,934 

30 法人税等の支払額  △445,307 △799,837 

営業活動によるキャッシュ・フロー  159,833 △1,663,906 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  ― △23,471 

２ 定期預金の払戻による収入  ― 18,215 

３ 有形固定資産の取得による支出  △1,025,286 △1,834,835 

４ 有形固定資産の売却による収入  19,414 289,454 

５ 無形固定資産の取得による支出  △6,217 △114,721 

６ 店舗売却による収入  ― 333,350 

７ 投資有価証券の取得による支出  △1,042,519 △1,432,780 

８ 投資有価証券の売却による収入  356,981 490,518 

９ 貸付による支出  △10,100 △185,152 

10 貸付金の回収による収入  1,435 181,856 
11 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による収入 

 23,405 222,969 

12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

 ― △2,126,840 

13  長期前払費用の増加による支出  △105,000 △29,799 

14 その他  △24,718 29,153 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,812,605 △4,182,084 
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[訂正前 16 頁] 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  800,000 2,340,058 

２ 少数株主からの払込による収入  6,370 ― 

３ 長期借入金の借入による収入  ― 785,000 

４ 長期借入金の返済による支出  ― △1,676,670 

５ 社債の償還による支出  ― △40,000 

６ 株式の発行による収入  ― 9,511,199 

７ 配当金の支払額  △27,481 △82,395 

財務活動によるキャッシュ・フロー  778,888 10,837,192 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  576 2,779 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △873,307 4,922,686 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,281,928 1,408,620 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,408,620 6,331,306 
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[訂正後] 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  800,000 2,340,058 

２ 少数株主からの払込による収入  6,370 ― 

３ 長期借入金の借入による収入  ― 785,000 

４ 長期借入金の返済による支出  ― △1,778,151 

５ 社債の償還による支出  ― △40,000 

６ 株式の発行による収入  ― 9,511,199 

７ 配当金の支払額  △27,481 △82,395 

財務活動によるキャッシュ・フロー  778,888 10,735,711 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  576 2,779 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △873,307 4,892,499 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,281,928 1,408,620 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,408,620 6,301,119 
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[訂正前 17頁] 

 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

当該連結子会社は、㈱ウッズスタッフ、

㈱アイロムメディック、㈱アイロムメ

ディカルサポート、アイロム・プロス

タッフ㈱、㈲アイ・エム・ファンド、

㈱トリモの６社であります。 

上記のうち、アイロム・プロスタッ

フ㈱、㈲アイ・エム・ファンドについ

ては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

また、㈱トリモについては、新たに

株式を取得したことにより、連結の範

囲に含めております。 

さらに、㈱アイロムメディカルサポ

ートについては、当社が同社株式を追

加取得し連結子会社となったため、持

分法の適用から除外し連結の範囲に含

めております。なお、平成16年11月19

日付でエー・ダブリュー・アイ・メデ

ィカルサポート㈱より社名変更してお

ります。 

① 連結子会社の数       11社 

当該連結子会社は、㈱アイロムスタ

ッフ、㈱アイロムメディック、㈱アゾー

ニング、アイロム・プロスタッフ㈱、㈲

アイ・エム・ファンド、㈱アイロムロハ

ス、小林製薬工業㈱（平成18年４月１日

付にてアイロム製薬㈱に商号変更）、㈱

アイオロパス、㈱アイロムエーアイ、㈱

シニアライフプラン、㈱テン・ドラッグ

の11社であります。 

上記のうち、㈱アイオロパスについて

は、当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

㈱アイロムロハス、小林製薬工業㈱、

㈱アイロムエーアイ、㈱シニアライフプ

ラン、㈱テン・ドラッグについては、新

たに株式を取得したことにより、連結の

範囲に含めております。 

また、㈱アゾーニングについては、平

成17年６月28日付で㈱アイロムメディ

カルサポートより、㈱アイロムスタッフ

及び㈱アイロムロハスについては、平成

17年12月１日付で㈱ウッズスタッフ及

び㈱ヒノミ薬品より商号変更しており

ます。 

さらに、㈱トリモは平成18年２月28

日付で㈱アイロムロハスと合併してお

ります。 

  ② 主要な非連結子会社名 

  ㈱メディカルリンケージ 

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社㈱メディカルリンケ

ージは、小規模会社であり、その総

資産、売上高、当期純利益及び利益

剰余金（持分に見合う額）は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

① 持分法を適用していない関連会社

数 

１社

  当該関連会社は㈱ Integrated 

Development Associatesでありま

す。 

持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、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。 

① 持分法を適用していない関連会社

数 

１社

  当該関連会社は㈱I&L Anti-Aging 

Managementであります。 

持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、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。 
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[訂正後] 

 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

当該連結子会社は、㈱ウッズスタッフ、

㈱アイロムメディック、㈱アイロムメ

ディカルサポート、アイロム・プロス

タッフ㈱、㈲アイ・エム・ファンド、

㈱トリモの６社であります。 

上記のうち、アイロム・プロスタッ

フ㈱、㈲アイ・エム・ファンドについ

ては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

また、㈱トリモについては、新たに

株式を取得したことにより、連結の範

囲に含めております。 

さらに、㈱アイロムメディカルサポ

ートについては、当社が同社株式を追

加取得し連結子会社となったため、持

分法の適用から除外し連結の範囲に含

めております。なお、平成16年11月19

日付でエー・ダブリュー・アイ・メデ

ィカルサポート㈱より社名変更してお

ります。 

① 連結子会社の数       11社 

当該連結子会社は、㈱アイロムスタ

ッフ、㈱アイロムメディック、㈱アゾー

ニング、アイロム・プロスタッフ㈱、㈲

アイ・エム・ファンド、㈱アイロムロハ

ス、小林製薬工業㈱（平成18年４月１日

付にてアイロム製薬㈱に商号変更）、㈱

アイオロパス、㈱アイロムエーアイ、㈱

シニアライフプラン、㈱テン・ドラッグ

の11社であります。 

上記のうち、㈱アイオロパスについて

は、当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

㈱アイロムロハス、小林製薬工業㈱、

㈱アイロムエーアイ、㈱シニアライフプ

ラン、㈱テン・ドラッグについては、新

たに株式を取得したことにより、連結の

範囲に含めております。 

また、㈱アゾーニングについては、平

成17年６月28日付で㈱アイロムメディ

カルサポートより、㈱アイロムスタッフ

及び㈱アイロムロハスについては、平成

17年12月１日付で㈱ウッズスタッフ及

び㈱ヒノミ薬品より商号変更しており

ます。 

さらに、㈱トリモは平成18年２月28

日付で㈱アイロムロハスと合併してお

ります。 

  ② 主要な非連結子会社名 

  ㈱メディカルリンケージ 

  連結の範囲から除いた理由 

㈱メディカルリンケージは、支配

が一時的であるため、連結の範囲か

ら除いております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

① 持分法を適用していない関連会社

数 

１社

  当該関連会社は㈱ Integrated 

Development Associatesでありま

す。 

持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、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。 

① 持分法を適用していない関連会社

数 

１社

  当該関連会社は㈱I&L Anti-Aging 

Managementであります。 

持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、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。 
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[訂正前 18 頁] 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち㈲アイ・エ

ム・ファンドの決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。 

ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

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 

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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。 

① 有価証券 

  その他の有価証券 

  時価のあるもの 

        同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 ②      ―――――― 

 

② デリバティブ 

  時価法によっております。 

 ③ たな卸資産 

仕掛品・販売用不動産 

個別法による原価法によって

おります。 

商品 

移動平均法による原価法によ

っております。 

 

③ たな卸資産 

  仕掛品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法によってお

ります。 

  製品・原材料 

  総平均法による原価法によってお

ります。 

  商品 

  最終仕入原価法によっております。

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法、移動平均

法による原価法、売価還元法によって

おります。 
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[訂正後] 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち㈲アイ・エ

ム・ファンドの決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。 

ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

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 

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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。 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

        同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 ②      ―――――― 

 

② デリバティブ 

  時価法によっております。 

 ③ たな卸資産 

仕掛品・販売用不動産 

個別法による原価法によって

おります。 

商品 

移動平均法による原価法によ

っております。 

 

③ たな卸資産 

  仕掛品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法によってお

ります。 

  製品・原材料 

  総平均法による原価法によってお

ります。 

  商品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

  ただし、一部の連結子会社について

は、総平均法による原価法、移動平均

法による原価法、売価還元法、最終仕

入原価法によっております。 
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[訂正前 19 頁] 

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 

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 

定額法を採用しております。 

ただし、一部の連結子会社は、定

率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。 

 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)に基づく定額法によ

っております。 

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) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収の

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 

 ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当連結会計年度負担分を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③     ―――――― ③ 退職給付引当金 

  一部の連結子会社については、従

業員の退職給付に備えるため、連結

会計年度末退職給付債務を計上し

ております。なお、退職給付引当金

の対象従業員が300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職給付

債務の金額は連結会計年度末自己

都合要支給額（適格退職年金制度に

より支給される部分を除く）として

おります。 

 ④     ―――――― ④ 役員退職慰労引当金 

  一部の連結子会社については、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく連

結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

 (4) 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 
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[訂正後] 

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 

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 

定額法を採用しております。 

ただし、一部の連結子会社は、定

率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。 

 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)に基づく定額法によ

っております。 

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) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収の

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 

 ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当連結会計年度負担分を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③     ―――――― ③ 退職給付引当金 

  一部の連結子会社については、従

業員の退職給付に備えるため、連結

会計年度末退職給付債務を計上し

ております。なお、退職給付引当金

の対象従業員が300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職給付

債務の金額は連結会計年度末自己

都合要支給額としております。 

 ④     ―――――― ④ 役員退職慰労引当金 

  一部の連結子会社については、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく連

結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

 (4) 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 
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[訂正前 22頁] 
表示方法の変更 

 
 
 

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) 

(連結貸借対照表) 

前連結会計年度まで独立科目で掲記していた販売用

不動産（当連結会計年度46,090千円）は、資産総額の

100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 

前連結会計年度まで独立科目で掲記していた長期前払

費用(当連結会計年度430,365千円)は、資産総額の100分

の５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。 

 

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度において、それぞれ独立科目で掲記し

ていた商品（当連結会計年度988,821千円）、仕掛品（当

連結会計年度338,367千円）は、明瞭な開示を行うため、

たな卸資産に含めて表示しております。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました前

受金（当連結会計年度988,821千円）は、負債、少数株主

持分及び資本の合計の100分の５以下であるため、当連結

会計年度においては流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 

 

  ｢証券取引法等の一部を改正する法律｣(平成16年法

律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月

1日より適用となり、｢金融商品会計に関する実務指針｣

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への出資（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）を

投資有価証券として表示する方法に変更いたしまし

た。 

  なお、当連結会計年度の投資有価証券に含まれる当

該出資の額は、278,088千円であります。 

 

(連結損益計算書) 

支払手数料は、営業外費用総額の100分の10を超えた

ため、区分掲載することとしました。なお、前連結会計

年度は営業外費用の「その他」に11,644千円含まれてお

ります。 

(連結損益計算書) 

  前連結会計年度において独立掲記しておりました支

払手数料（当連結会計年度6,360千円）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。 

 

―――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産

の増減額」は、前連結会計年度は「商品の増減額」、「仕

掛品の増減額」及び「その他」に含めて表示しており

ましたが、明瞭な開示のため、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

「たな卸資産の増減額」は35千円であります。 
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[訂正後] 
表示方法の変更 

 
 
 

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) 

(連結貸借対照表) 

前連結会計年度まで独立科目で掲記していた販売用

不動産（当連結会計年度46,090千円）は、資産総額の

100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 

前連結会計年度まで独立科目で掲記していた長期前払

費用(当連結会計年度430,365千円)は、資産総額の100分

の５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。 

 

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度において、それぞれ独立科目で掲記し

ていた商品（当連結会計年度1,158,821千円）、仕掛品（当

連結会計年度338,367千円）は、明瞭な開示を行うため、

たな卸資産に含めて表示しております。 

 

 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「長期貸付金」は、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

変更しました。 

 なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「その他」

に含めておりました「長期貸付金」は、7,159千円であり

ます。 

 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました前

受金（当連結会計年度271,508千円）は、負債、少数株主

持分及び資本の合計の100分の５以下であるため、当連結

会計年度においては流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 

 

  ｢証券取引法等の一部を改正する法律｣(平成16年法

律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月

1日より適用となり、｢金融商品会計に関する実務指針｣

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への出資（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）を

投資有価証券として表示する方法に変更いたしまし

た。 

  なお、当連結会計年度の投資有価証券に含まれる当

該出資の額は、261,090千円であります。 

 

(連結損益計算書) 

支払手数料は、営業外費用総額の100分の10を超えた

ため、区分掲載することとしました。なお、前連結会計

年度は営業外費用の「その他」に11,644千円含まれてお

ります。 

(連結損益計算書) 

  前連結会計年度において独立掲記しておりました支

払手数料（当連結会計年度6,360千円）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。 

 

―――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産

の増減額」は、前連結会計年度は「商品の増減額」、「仕

掛品の増減額」、「販売用不動産の増減額」及び「その

他」に含めて表示しておりましたが、明瞭な開示のた

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

「たな卸資産の増減額」は35千円であります。 
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[訂正前 23 頁] 

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 当社の発行済株式総数 

普通株式 832,350株
 

※１ 当社の発行済株式総数 

普通株式 934,542株
 

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま 

す。 

投資有価証券 2,000千円
 

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま 

す。 

投資有価証券 10,000千円
 

※３ 販売用不動産の固定資産への振替高 

 391,681千円
 

※３        ―――――― 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

名富 仁美 190,236千円 借入債務

内田 叔宏 187,023千円 リース債務

計 377,260千円 ― 
 

 ４ 債務保証 

保証先 金額 内容 

㈱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 借入債務

名富 仁美 175,908千円 借入債務

内田 叔宏 892,371千円 リース債務・借入債務

計 2,700,100千円 ― 
 

５ 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行を資出コミットメント契約を締結して

おります。 

   当連結会計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
 

５           ―――――― 
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[訂正後] 

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 当社の発行済株式総数 

普通株式 832,350株
 

※１ 当社の発行済株式総数 

普通株式 934,542株
 

※２        ―――――― ※２ 担保に供している資産 

建物及び構築物 300,140千円

土地 435,281千円

計 735,421千円

上記物件は、一年内返済予定長期借入金58,800千

円、長期借入金672,300千円の担保に供しておりま

す。 

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま 

す。 

投資有価証券 2,000千円
 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券 20,000千円
 

※４ 販売用不動産の固定資産への振替高 

 391,681千円
 

※４        ―――――― 

 ５ 債務保証 

保証先 金額 内容 

名富 仁美 190,236千円 借入債務

内田 叔宏 187,023千円 リース債務

計 377,260千円 ― 
 

 ５ 債務保証 

保証先 金額 内容 

㈱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

名富 仁美 175,908千円 借入債務

内田 叔宏 892,371千円 リース債務・借入債務

計 2,700,100千円 ― 
 

６ 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行を資出コミットメント契約を締結して

おります。 

   当連結会計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
 

６           ―――――― 
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[訂正前 23 頁] 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,408,620千円

現金及び現金同等物 1,408,620千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 6,401,871千円

預入期間３か月超の定期預金 △70,565千円

現金及び現金同等物 6,331,306千円
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[訂正後] 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,408,620千円

現金及び現金同等物 1,408,620千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 6,401,871千円

預入期間３か月超の定期預金 △100,751千円

現金及び現金同等物 6,301,119千円
 

２           ―――――― ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のと

おりであります。 

 

 ㈱ヒノミ薬品（平成17年４月１日現在） 

流動資産 753,914千円

固定資産 924,993千円

連結調整勘定 295,217千円

流動負債 △1,293,314千円

固定負債 △608,810千円

 ㈱ヒノミ薬品株式の取得価額 72,000千円

㈱ヒノミ薬品の現金及び現金同等物 △130,395千円

差引：㈱ヒノミ薬品取得のための収入 58,395千円

※平成17年12月１日付で、㈱アイロムロハスに商号変

更しております。 

  

 小林製薬工業㈱（平成17年９月30日現在） 

流動資産 2,364,228千円

固定資産 2,212,966千円

連結調整勘定 1,083,961千円

流動負債 △2,474,024千円

固定負債 △686,979千円

少数株主持分 △283,238千円

 小林製薬工業㈱株式の取得価額 2,216,914千円

小林製薬工業㈱の現金及び現金同等物 △174,509千円

差引：小林製薬工業㈱取得のための支出 2,042,404千円

※平成18年４月１日付で、アイロム製薬㈱に商号変更

しております。 

  

 ㈱テン・ドラッグ（平成17年11月１日現在） 

流動資産 710,230千円

固定資産 400,555千円

連結調整勘定 205,984千円

流動負債 △639,423千円

固定負債 △657,346千円

 ㈱テン・ドラッグ株式の取得価額 20,000千円

㈱テン・ドラッグの現金及び現金同等物 △175,929千円

差引：㈱テン・ドラッグ取得のための収入  155,929千円
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[訂正前 26 頁] 

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 その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 699,690 729,763 30,072

(2) 債券  

① 国債・地方債等 62,926 64,608 1,682

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 201,594 221,617 20,022

連結貸借対照表
計上額が取得価
額を超えるもの 

小計 964,211 1,015,988 51,776

(1) 株式 72,576 66,066 △6,510

(2) 債券  

① 国債・地方債等 12,900 12,245 △655

② 社債 6,697 6,692 △5

③ その他 ― ― ―

(3) その他 100,800 99,338 △1,462

連結貸借対照表
計上額が取得価
額を超えないも
の 

小計 192,975 184,341 △8,633

合計 1,200,330 43,143

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

492,024 2,284 3,790

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
(1)非上場株式 

790,675

(2)匿名組合信託受益権 178,088

(3)投資事業有限責任組合出資金 100,000

合計 1,068,763
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[訂正後] 

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 その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 7,478 16,271 8,792

(2) 債券  

① 国債・地方債等 62,926 64,608 1,682

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 201,594 221,617 20,022

連結貸借対照表
計上額が取得価
額を超えるもの 

小計 271,999 302,496 30,497

(1) 株式 72,576 66,066 △6,510

(2) 債券  

① 国債・地方債等 12,900 12,245 △655

② 社債 6,697 6,692 △5

③ その他 ― ― ―

(3) その他 100,800 99,338 △1,462

連結貸借対照表
計上額が取得価
額を超えないも
の 

小計 192,975 184,341 △8,633

合計 464,975 486,838 21,863

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

490,518 2,284 3,790

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券 

①非上場株式 1,494,166

②匿名組合信託受益権 178,088

③投資事業有限責任組合出資金 83,002

合計 1,755,257

(2)子会社株式及び関連会社株式 

 非連結子会社及び関連会社株式 20,000

合計 20,000
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[訂正前 28 頁] 

 (デリバティブ取引関係) 
    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。 
 
 

 (退職給付関係) 
前連結会計年度(自 平成 16年４月１日 至 平成 17年３月 31日) 

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) 
 １．採用している退職給付制度の概要 

子会社のアイロム製薬株式会社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。ま

た、アイロム製薬株式会社は、東京薬業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職

給付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうちアイロム製薬株式

会社の掛金拠出割合に基づく今連結会計年度末の年金資産残高は、791,170 千円であります。 

 

   ２．退職給付債務に関する事項 

     退職給付債務             △459,964 千円 

     退職給付引当金            △459,964 千円 

 

   ３．退職給付費用に関する事項 

     勤務費用                 35,036 千円 
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[訂正後] 

 (デリバティブ取引関係) 
    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。 
 
 

 (退職給付関係) 
前連結会計年度(自 平成 16年４月１日 至 平成 17年３月 31日) 

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) 
 １．採用している退職給付制度の概要 

連結子会社のアイロム製薬株式会社は、退職金規定に基づく退職一時金制度を設けております。また、ア

イロム製薬株式会社は、東京薬業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会

計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうちアイロム製薬株式会社の

掛金拠出割合に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は、791,170 千円であります。 

 

   ２．退職給付債務に関する事項 

     退職給付債務             △459,964 千円 

     退職給付引当金            △459,964 千円 

     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 

     勤務費用                 35,036 千円 

     退職給付費用               35,036 千円 

     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。 

 

   ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

     簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 
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[訂正前 29 頁] 

 
(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 57,019千円

預り保証金  10,639千円

 賞与引当金 2,611千円

 貸倒引当金 10,684千円

 税務上の繰越欠損金 36,494千円

 その他 3,459千円

繰延税金資産小計 120,909千円

評価性引当額 △36,494千円

繰延税金資産合計 84,414千円

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 81,456千円
 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 50,859千円

預り保証金 14,920千円

 賞与引当金 24,364千円

 退職給与引当金 187,205千円

 減損損失 156,148千円

 貸倒引当金 75,383千円

 税務上の繰越欠損金 729,806千円

 その他有価証券評価差額金 2,731千円

 その他 46,580千円

繰延税金資産小計 1,287,999千円

評価性引当額 △1,081,622千円

繰延税金資産合計 206,377千円

繰延税金負債 

 建物圧縮積立金 △56,124千円

 その他有価証券評価差額金 △17,699千円

 連結子会社の資産評価差額金 △187,154千円

繰延税金負債合計 △260,977千円

繰延税金負債の純額 △54,600千円

  

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 0.7％

 交際費等永久損金不算入項目 0.3％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 45.6％
 

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 2.8％

 一時差異の税効果未認識額増減 △8.6％

 交際費等永久損金不算入項目 0.8％

 受取配当金 △0.3％

 その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等負担率 35.7％
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[訂正後] 

 
(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 57,019千円

預り保証金  10,639千円

 賞与引当金 2,611千円

 貸倒引当金 10,684千円

 税務上の繰越欠損金 36,494千円

 その他 3,459千円

繰延税金資産小計 120,909千円

評価性引当額 △36,494千円

繰延税金資産合計 84,414千円

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 81,456千円
 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 50,859千円

預り保証金 14,920千円

 賞与引当金 24,364千円

 退職給付引当金 187,205千円

 売上高修正に伴う否認額 192,126千円

 減損損失 156,148千円

 貸倒引当金 83,700千円

 税務上の繰越欠損金 659,233千円

 その他有価証券評価差額金 2,731千円

 その他 81,537千円

繰延税金資産小計 1,452,827千円

評価性引当額 △1,046,007千円

繰延税金資産合計 406,820千円

繰延税金負債 

 建物圧縮積立金 △56,124千円

 その他有価証券評価差額金 △17,699千円

 連結子会社の資産評価差額金 △187,154千円

繰延税金負債合計 △260,977千円

繰延税金資産の純額 145,842千円

  

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 0.7％

 交際費等永久損金不算入項目 0.3％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 45.6％
 

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 4.8％

 一時差異の税効果未認識額増減 △25.1％

 交際費等永久損金不算入項目 1.4％

 連結調整勘定償却 9.8％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 31.5％
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[訂正前 31 頁] 

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) 

 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート 

事業  

(千円) 

人材コンサ

ルティング

事業 

（千円）

医薬品等の

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円)

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
3,315,892 2,529,691 318,167 4,836,229 2,182,217 167,890 13,350,088 ― 13,350,088

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 55,197 158,986 2,270 ― 74,982 291,436 （291,436） ―

計 3,315,892 2,584,888 477,153 4,838,500 2,182,217 242,873 13,641,525 （291,436） 13,350,088

  営業費用 1,593,968 2,229,611 473,943 5,041,157 2,182,718 214,610 11,736,009 571,542 12,307,552

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
1,721,924 355,277 3,210 △202,657 △501 28,262 1,905,515 （862,979） 1,042,536

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
   

  資産 4,661,409 5,303,637 95,598 2,674,605 5,311,648 8,116,098 26,162,999 1,222,659 27,385,659

  減価償却費 7,224 69,104 2,551 37,756 104,347 4,407 225,391 15,643 241,035

  資本的支出 170,403 867,679 3,003 61,212 520,868 48,570 1,671,737 18,830 1,690,568

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

(2) メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等医業の

支援を行う事業 

 (3) 人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、709,386千円であり、その主なも

のは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(6,732,255千円)の主なものは、親会社での余資運用

資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 事業区分の変更 

事業区分は、従来「ＳＭＯ事業」、「人材コンサルティング事業」、「医療機器等の販売事業」、「不動産販売

事業」、「その他の事業」の５区分によっておりましたが、当連結会計年度より「ＳＭＯ事業」、「メディカル

サポート事業」、「人材コンサルティング事業」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その

他の事業」の６区分へと変更しております。 

当社は、ヘルスケア分野全般を視野に入れた新たなサービスへの着手を目的とする㈱ヒノミ薬品（現 ㈱

アイロムロハス）、小林製薬工業㈱（現 アイロム製薬㈱）等の子会社化による新規事業の追加やメディカル

サポート事業本部の設置等、統合医療サポート企業としての事業の多角化、それに伴う連結範囲の拡大や組

織変更を行っております。今般の事業区分の変更は、各事業の持つ収益性及び販売体制の類似性に即した見

直しを行うことで、事業の実態をより適切かつ明確に表すためのものであります。 
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[訂正後] 

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) 

 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート 

事業  

(千円) 

人材コンサ

ルティング

事業 

（千円）

医薬品等の

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円)

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
2,955,892 2,256,691 318,167 4,836,229 2,182,217 167,890 12,717,088 ― 12,717,088

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 55,197 158,986 2,270 ― 74,982 291,436 （291,436） ―

計 2,955,892 2,311,888 477,153 4,838,500 2,182,217 242,873 13,008,525 （291,436） 12,717,088

  営業費用 1,423,968 2,242,898 473,943 5,041,157 2,182,718 210,743 11,575,429 582,555 12,157,985

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
1,531,924 68,990 3,210 △202,657 △501 32,129 1,433,095 （873,992） 559,103

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
   

  資産 2,596,474 5,448,395 95,598 2,655,464 5,311,648 3,287,833 19,395,415 7,980,253 27,375,668

  減価償却費 5,970 61,591 686 37,756 104,347 4,078 214,430 18,794 233,224

  資本的支出 155,149 860,038 ― 58,792 520,868 170,040 1,764,888 37,725 1,802,613

（注）１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

(2) メディカルサポート事業 

クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等医業の

支援を行う事業 

 (3) 人材コンサルティング事業 

医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は、927,362千円であり、その主なも

のは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(8,269,849千円)の主なものは、親会社での余資運用

資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 事業区分の変更 

事業区分は、従来「ＳＭＯ事業」、「人材コンサルティング事業」、「医療機器等の販売事業」、「不動産販売

事業」、「その他の事業」の５区分によっておりましたが、当連結会計年度より「ＳＭＯ事業」、「メディカル

サポート事業」、「人材コンサルティング事業」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その

他の事業」の６区分へと変更しております。 

当社は、ヘルスケア分野全般を視野に入れた新たなサービスへの着手を目的とする㈱ヒノミ薬品（現 ㈱

アイロムロハス）、小林製薬工業㈱（現 アイロム製薬㈱）等の子会社化による新規事業の追加やメディカル

サポート事業本部の設置等、統合医療サポート企業としての事業の多角化、それに伴う連結範囲の拡大や組

織変更を行っております。今般の事業区分の変更は、各事業の持つ収益性及び販売体制の類似性に即した見

直しを行うことで、事業の実態をより適切かつ明確に表すためのものであります。 
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[訂正前 32 頁] 
従来の「医療機器等の販売事業」及び「その他の事業」の一部であったクリニックモールの設置・賃貸等を

集約し「メディカルサポート事業」としております。 

さらに「その他の事業」に含めておりました「医薬品等の販売事業」は、当該事業の売上高が全セグメン

ト売上高の 10％を超えたため、当連結会計年度より別記しております。 

また、従来の「不動産販売事業」につきましては、当該事業の資産の金額が全セグメント資産の金額の合

計額の 10％以下となったため「その他の事業」へ含めております。 

「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 10％を超えたため、当連結会計

年度より別記しております。 

また、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、

次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) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート 

事業  

(千円) 

人材コンサ

ルティング

事業 

（千円）

医薬品等の

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
3,158,921 1,067,755 425,025 210,242 ― 911,239 5,773,185 ― 5,773,185

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 12,473 9,983 ― ― ― 22,456 (22,456) ―

計 3,158,921 1,080,229 435,009 210,242 ― 911,239 5,795,642  (22,456) 5,773,185

  営業費用 891,418 982,290 393,352 196,755 ― 830,879 3,294,696 797,897 4,092,594

  営業利益 2,267,503 97,938 41,656 13,486 ― 80,360 2,500,945 (820,354) 1,680,591

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
   

  資産 2,651,819 3,116,823 132,692 318,757 ― 343,031 6,563,123 2,996,295 9,559,418

  減価償却費 6,696 48,078 1,524 211 ― 1,844 58,356 10,387 68,744

  資本的支出 22,306 957,573 9,531 ― ― 110,932 1,100,344 13,421 1,113,766
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[訂正後] 
従来の「医療機器等の販売事業」及び「その他の事業」の一部であったクリニックモールの設置・賃貸等を

集約し「メディカルサポート事業」としております。 

さらに「その他の事業」に含めておりました「医薬品等の販売事業」は、当該事業の売上高が全セグメン

ト売上高の 10％を超えたため、当連結会計年度より別記しております。 

また、従来の「不動産販売事業」につきましては、当該事業の資産の金額が全セグメント資産の金額の合

計額の 10％以下となったため「その他の事業」へ含めております。 

「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 10％を超えたため、当連結会計

年度より別記しております。 

また、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、

次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) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート 

事業  

(千円) 

人材コンサ

ルティング

事業 

（千円）

医薬品等の

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

事業 

（千円）

その他の

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
3,158,921 1,067,755 425,025 210,242 ― 911,239 5,773,185 ― 5,773,185

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 12,473 9,983 ― ― ― 22,456 (22,456) ―

計 3,158,921 1,080,229 435,009 210,242 ― 911,239 5,795,642  (22,456) 5,773,185

  営業費用 891,418 982,290 393,352 196,755 ― 830,879 3,294,696 797,897 4,092,594

  営業利益 2,267,503 97,938 41,656 13,486 ― 80,360 2,500,945 (820,354) 1,680,591

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
   

  資産 2,651,819 3,116,823 132,692 318,667 ― 343,031 6,563,033 2,996,385 9,559,418

  減価償却費 6,696 48,078 1,524 211 ― 1,844 58,356 10,387 68,744

  資本的支出 22,306 957,573 9,531 ― ― 110,932 1,100,344 13,421 1,113,766
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[訂正前 34 頁] 

(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 7,750円24銭 17,877円71銭

１株当たり当期純利益 1,027円77銭 796円08銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

976円03銭 761円03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)

損益計算書上の当期純利益 894,462千円 763,417千円

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 855,462千円 738,417千円

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 

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） 
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。 
前連結会計年度 

（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 6,746円56銭 

１株当たり当期純利益 925円01銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 884円75銭 
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[訂正後] 

(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 7,750円24銭 17,548円15銭

１株当たり当期純利益 1,027円77銭 490円99銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

976円03銭 469円37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)

損益計算書上の当期純利益 894,462千円 480,427千円

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 855,462千円 455,427千円

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 

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） 
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。 
前連結会計年度 

（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 6,746円56銭 

１株当たり当期純利益 925円01銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 884円75銭 
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[訂正前 35.36 頁] 

 (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) 

（㈱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 

(1) 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
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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) 

 き続き新設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   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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[訂正後] 

(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) 

（㈱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 

(1) 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
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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) 

 き続き新設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   ＳＭＯ事業の一切 

  ⑤ＳＭＯ事業の売上高   2,705,216 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 16,131,896 千円 1 , 2 4 0 , 1 6 3 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 17,855,495 千円 2,140,104 千円 7,557,761 千円

(5)従業員数 163 名 約 180 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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[訂正前 37.38頁] 

 
５．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 2,785,638 70.4

医薬品等の製造販売事業 1,923,324 ―

合計 4,708,962 84.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっております。 

３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

４ メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の販売事業及びその他の事業は、提供

するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

5 医薬品等の製造販売事業の生産実績は、小林製薬工業株式会社（現アイロム製薬株式会社）の連結子会社
化のみなし取得日を中間連結会計期間末としているため、下半期の実績を記載しております。 

 
(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高 
(千円) 

前年同期比
(％) 

受注残高 
（千円) 

前年同期比
(％) 

ＳＭＯ事業 3,341,860 95.6 2,273,114 101.2

合計 3,341,860 95.6 2,273,114 101.2

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の販売事業及びその他の事業は、提供

するサービスの性格上、受注状況の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

３ 医薬品等の製造販売事業においては、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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) 

(千円) 

前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 3,315,892 105.0

メディカルサポート事業 2,529,691 236.9

人材コンサルティング事業 318,167 74.9

医薬品等の販売事業 4,836,229 2300.3

医薬品等の製造販売事業 2,182,217 ―

その他の事業 167,890 18.4

合計 13,350,088 231.2

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては全連結会計年

度の分を変更後の区分に組み替えて行っております。 
４ 医薬品等の製造販売事業の販売実績は、小林製薬工業株式会社（現アイロム製薬株式会社）の連結子会

社化のみなし取得日を中間連結会計期間末としているため、下半期の実績を記載しております。 
５ 最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、100分の

10以上の販売先がないため、記載を省略しております。 
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[訂正後] 

 
５．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 2,656,515 67.2

医薬品等の製造販売事業 1,923,324 ―

合計 4,579,839 115.8

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっております。 

３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

４ メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の販売事業及びその他の事業は、提供

するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

5 医薬品等の製造販売事業の生産実績は、小林製薬工業株式会社（現アイロム製薬株式会社）の連結子会社
化のみなし取得日を中間連結会計期間末としているため、下半期の実績を記載しております。 

 
(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高 
(千円) 

前年同期比
(％) 

受注残高 
（千円) 

前年同期比
(％) 

ＳＭＯ事業 3,341,860 95.6 2,633,114 117.2

合計 3,341,860 95.6 2,633,114 117.2

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の販売事業及びその他の事業は、提供

するサービスの性格上、受注状況の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

３ 医薬品等の製造販売事業においては、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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) 

(千円) 

前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 2,955,892 93.6

メディカルサポート事業 2,256,691 211.3

人材コンサルティング事業 318,167 74.9

医薬品等の販売事業 4,836,229 2,300.3

医薬品等の製造販売事業 2,182,217 ―

その他の事業 167,890 18.4

合計 12,717,088 220.3

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては全連結会計年

度の分を変更後の区分に組み替えて行っております。 
４ 医薬品等の製造販売事業の販売実績は、小林製薬工業株式会社（現アイロム製薬株式会社）の連結子会

社化のみなし取得日を中間連結会計期間末としているため、下半期の実績を記載しております。 
５ 最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、100分の

10以上の販売先がないため、記載を省略しております。 
 


