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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 24,533 9.0 42 △77.5 255 △27.4

17年９月中間期 22,506 8.8 190 △17.0 352 29.1

18年３月期 47,775  858  923  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 258 △40.7 41 71

17年９月中間期 436 196.9 70 93

18年３月期 759  120 34

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 6,196,910株 17年９月中間期 6,149,178株 18年３月期 6,169,429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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 24,833 8,409 33.9 1,356 70

17年９月中間期 24,380 8,202 33.6 1,327 09

18年３月期 25,781 8,521 33.1 1,372 84

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 6,198,627株 17年９月中間期 6,180,717株 18年３月期 6,194,957株

②期末自己株式数 18年９月中間期 694,951株 17年９月中間期 694,861株 18年３月期 694,821株

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 52,494 1,249 829

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 133円74銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）  

中間期末 期末 年間

18年３月期 10.00 15.00 25.00

19年３月期（実績） 10.00 － 
25.00

19年３月期（予想） － 15.00

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々

な要因により予想数値と異なる可能性があります。



６．個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,764   1,841   1,384   

２　受取手形 ※４ 24   69   571   

３　売掛金  5,533   6,110   6,493   

４　割賦債権  687   570   618   

５　賃貸料等未収入金  20   13   17   

６　たな卸資産  2,158   2,399   2,278   

７　その他  2,068   1,583   2,053   

８　貸倒引当金  △6   △13   △15   

流動資産合計   12,250 50.2  12,574 50.6  13,401 52.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※２          

(ア）賃貸資産           

１　リース資産  1,182   1,185   1,209   

２　レンタル資産  285   311   307   

賃貸資産合計   1,468   1,497   1,517  

(イ）社用資産           

１　建物  3,055   3,223   3,109   

２　土地  1,543   1,550   1,538   

３　その他  303   459   436   

社用資産合計   4,902   5,233   5,084  

有形固定資産合計   6,370 26.1  6,731 27.1  6,601 25.6

(2）無形固定資産           

(ア）賃貸資産           

１　リース資産  89   112   108   

２　レンタル資産  22   24   26   

賃貸資産合計   112   136   134  

(イ）社用資産           

１　営業権  203   －   135   

２　のれん  －   181   －   

３　電話加入権  37   35   33   

４　ソフトウェア  －   5   6   

社用資産合計   240   222   175  

無形固定資産合計   352 1.5  359 1.5  309 1.2

－ 1 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  3,871   3,350   3,866   

２　敷金及び保証金  1,296   1,315   1,309   

３　その他  283   614   406   

４　貸倒引当金  △14   △5   △6   

５　関係会社投資評価引
当金

 △30   △105   △106   

投資その他の資産合計   5,406 22.2  5,168 20.8  5,469 21.2

固定資産合計   12,130 49.8  12,259 49.4  12,380 48.0

資産合計   24,380 100.0  24,833 100.0  25,781 100.0
           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  69   122   261   

２　買掛金  6,142   6,748   7,246   

３　短期借入金  1,960   1,510   2,640   

４　一年以内返済予定の長
期借入金

 2,407   1,402   1,447   

５　割賦未実現利益  62   50   54   

６　未払費用  1,616   1,430   1,650   

７　その他  674   1,170   1,115   

流動負債合計   12,931 53.1  12,435 50.1  14,415 55.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  2,823   3,311   2,275   

２　長期預り金  47   53   53   

３　役員退職慰労引当金  159   －   172   

４　退職給付引当金  53   －   －   

５　繰延税金負債  57   －   －   

６　その他  104   624   343   

固定負債合計   3,246 13.3  3,988 16.0  2,844 11.0

負債合計   16,178 66.4  16,423 66.1  17,260 66.9
           

－ 2 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,554 10.5  － －  2,559 9.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,696   －   2,701   

２　その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   2,696 11.0  － －  2,701 10.5

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  59   －   59   

２　任意積立金  3,178   －   3,178   

３　中間（当期）未処分利
益

 634   －   896   

利益剰余金合計   3,871 15.9  － －  4,133 16.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  594 2.4  － －  642 2.5

Ⅴ　自己株式   △1,515 △6.2  － －  △1,515 △5.8

資本合計   8,202 33.6  － －  8,521 33.1

負債及び資本合計   24,380 100.0  － －  25,781 100.0
           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  2,561 10.3  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   2,702   －   

(2）その他資本剰余金  －   0   －   

資本剰余金合計   － －  2,702 10.9  － －

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   59   －   

(2）その他利益剰余金        －   

任意積立金  －   3,678   －   

繰越利益剰余金  －   544   －   

利益剰余金合計   － －  4,281 17.3  － －

４　自己株式   － －  △1,515 △6.1  － －

株主資本合計   － －  8,030 32.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  －   379   －  

評価・換算差額等合計   － －  379 1.5  － －

純資産合計   － －  8,409 33.9  － －

負債純資産合計   － －  24,833 100.0  － －
           

－ 3 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   22,506 100.0  24,533 100.0  47,775 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  19,604 87.1  21,694 88.4  41,498 86.9

売上総利益   2,902 12.9  2,838 11.6  6,276 13.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,711 12.1  2,795 11.4  5,418 11.3

営業利益   190 0.8  42 0.2  858 1.8

Ⅳ　営業外収益 ※２  254 1.2  258 1.0  325 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※３  92 0.4  45 0.2  260 0.5

経常利益   352 1.6  255 1.0  923 1.9

Ⅵ　特別利益           

１  投資有価証券売却益  －   191   428   

２  退職給付引当金取崩益  － － － － 191 0.8 12 441 1.0

Ⅶ　特別損失           

１  減損損失 ※４ 62 62 0.3 141 141 0.6 479 479 1.0

税引前中間（当期）純利益   289 1.3  305 1.2  884 1.9

法人税、住民税及び事業税  4   45   373   

法人税等還付税額  197   －   214   

法人税等調整額  46 △146 △0.6 1 47 0.1 △34 124 0.3

中間（当期）純利益   436 1.9  258 1.1  759 1.6

前期繰越利益   198   －   198  

中間配当額   －   －   61  

中間（当期）未処分利益   634   －   896  

           

－ 4 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計任意積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,559 2,701 0 2,701 59 3,178 896 4,133 △1,515 7,879

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1 1  1    －  2

剰余金の配当（注）       △92 △92  △92

役員賞与（注）       △17 △17  △17

任意積立金の積立（注）      500 △500 －  －

中間純利益       258 258  258

自己株式の取得        － △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
       －  －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 － 1 － 500 △351 148 △0 150

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,561 2,702 0 2,702 59 3,678 544 4,281 △1,515 8,030

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
642 642 8,521

中間会計期間中の変動額

新株の発行   2

剰余金の配当（注）   △92

役員賞与（注）   △17

任意積立金の積立（注）   －

中間純利益   258

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△262 △262 △262

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△262 △262 △111

平成18年９月30日　残高

（百万円）
379 379 8,409

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 5 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１　資産の評価基準及び

評価方法

 

 

(1）たな卸資産

Ａ　医薬品

(a）調剤薬品

先入先出法による原

価法であります。

(1）たな卸資産

Ａ　医薬品

(a）調剤薬品

同左

(1）たな卸資産

Ａ　医薬品

(a）調剤薬品

同左

 

 

(b）一般薬

最終仕入原価法であ

ります。

(b）一般薬

同左

(b）一般薬

同左

 

 

Ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法であり

ます。

Ｂ　貯蔵品

同左

Ｂ　貯蔵品

同左

 

 

 

(2）有価証券

Ａ　子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原価

法であります。

(2）有価証券

Ａ　子会社株式及び関連会

社株式

同左

(2）有価証券

Ａ　子会社株式及び関連会

社株式

同左

 

 

Ｂ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

であります。

Ｂ　満期保有目的の債券

同左

Ｂ　満期保有目的の債券

同左

 

 

 

Ｃ　その他有価証券

(a）時価のあるもの

中間決算日前１か月

の市場価格等の平均

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

法により算定してお

ります。）でありま

す。

Ｃ　その他有価証券

(a）時価のあるもの

中間決算日前１か月の

市場価格等の平均に基

づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定しております。）で

あります。

Ｃ　その他有価証券

(a）時価のあるもの

決算日前１か月の市

場価格等の平均に基

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

より算定しておりま

す。）であります。

 

 

(b）時価のないもの

移動平均法による原

価法であります。

なお、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）については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

おります。

(b）時価のないもの

同左

 

(b）時価のないもの

同左

 

－ 6 －



 
前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

２　固定資産の減価償却

の方法

 

(1）賃貸資産

Ａ　リース資産

リース期間を償却年数

とし、リース期間満了

時に見込まれるリース

資産の処分価額を残存

価額として、当該期間

内に定額償却する方法

であります。

(1）賃貸資産

Ａ　リース資産

同左

(1）賃貸資産

Ａ　リース資産

同左

 

 

Ｂ　レンタル資産

定率法であります。

Ｂ　レンタル資産

同左

Ｂ　レンタル資産

同左

 

 

(2）社用資産

有形固定資産については

定率法、無形固定資産に

ついては定額法でありま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

(2）社用資産

有形固定資産については

定率法、無形固定資産に

ついては定額法でありま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

(2）社用資産

有形固定資産については

定率法、無形固定資産に

ついては定額法でありま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

 建物 10～47年

営業権 ５年

建物 10～47年

のれん ５年

建物 10～47年

営業権 ５年

３　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

別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）関係会社投資評価引当金

 関係会社への投資に対す

る損失に備えるため、投

資先の財政状態等を勘案

し損失見積額を計上して

おります。

(2）関係会社投資評価引当金

 同左

(2）関係会社投資評価引当金

同左

 (3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに充てるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに充てるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。

なお、当社は、平成18年

６月21日開催の株主総会

において、役員の退職慰

労金制度の廃止および退

職慰労金打切り支給を決

議したことに伴い、当社

の役員退職慰労引当金175

百万円は長期未払金（固

定負債の「その他」）に

振替えております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに充てるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。
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前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

 

 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（７年）による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

ております。

──────

 

 

 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当期末における

退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、

当期末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（７年）

による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

（追加情報）

当社は、平成18年４月１

日をもって適格退職年金

制度の全部について確定

拠出年金制度へ移行する

ことに伴い、「退職給付

制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適

用しております。

本移行に伴う影響額は、

特別利益に退職給付引当

金取崩益として12百万円

計上しております。
 

 

──────

 

(4）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、

当事業年度末における支

給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しており

ます。

──────

 

４　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借り主

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 同左

５　ヘッジ会計の方法
 

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処

理を採用しております。

──────

 

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処

理を採用しております。
 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

Ａ　ヘッジ手段

金利スワップ取引

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

Ａ　ヘッジ手段

金利スワップ取引
 

 

Ｂ　ヘッジ対象

借入金

 

 

Ｂ　ヘッジ対象

借入金
 

 

(3）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

ワップ取引を行っており

ます。

 

 

(3）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

ワップ取引を行っており

ます。
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前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理

の要件を満たしており、

その判定をもって有効性

の判定に代えております。

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理

の要件を満たしており、

その判定をもって有効性

の判定に代えております。

６　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

(1）リース取引のリース料収

入の計上方法

リース期間に基づくリー

ス契約上の収受すべき月

当たりのリース料を基準

として、その経過期間に

対応するリース料を計上

しております。

(1）リース取引のリース料収

入の計上方法

同左

(1）リース取引のリース料収

入の計上方法

同左

 

 

(2）割賦販売取引の割賦売上

高および割賦原価の計上

方法

割賦販売取引は商品の引

き渡し時に、その契約高

の全額を割賦債権に計上

し、支払期日到来の都度、

割賦売上高およびそれに

対応する割賦原価を計上

しております。なお、支

払期日未到来の割賦債権

に対応する未経過利益は

割賦未実現利益として、

繰延処理しております。

(2）割賦販売取引の割賦売上

高および割賦原価の計上

方法

同左

(2）割賦販売取引の割賦売上

高および割賦原価の計上

方法

同左

 

 

(3）金融費用の計上方法

金融費用は、売上高に対

応する金融費用とその他

の金融費用を区分計上す

ることとしております。

その配分方法は、総資産

を営業取引に基づく資産

とその他の資産に区分し、

その資産残高を基準とし

て営業資産に対応する金

融費用は資金原価として

売上原価に、その他の資

産に対応する金融費用を

営業外費用に計上してお

ります。

(3）金融費用の計上方法

同左

(3）金融費用の計上方法

同左

 なお、資金原価は、営業

資産に係る金融費用から

これに対応する預金の受

取利息等を控除して計上

しております。
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前中間会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

 

 

(4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。なお、

仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流

動資産または流動負債の

「その他」に含めて表示

しております。また、控

除対象外消費税等につい

ては、当期の負担すべき

期間費用として処理して

おります。ただし、固定

資産に係る控除対象外消

費税等については、投資

その他の資産の「その

他」に計上し、５年間で

均等償却を行っておりま

す。

(4）消費税等の会計処理

同左

 

(4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式に

よっております。なお、

控除対象外消費税等につ

いては、当期の負担すべ

き期間費用として処理し

ております。ただし、固

定資産に係る控除対象外

消費税等については、投

資その他の資産の「その

他」に計上し、５年間で

均等償却を行っておりま

す。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））および「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税引前中間純利益は62百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 

（役員賞与引当金）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前当期純利益は479百万円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

 

 （退職給付に係る会計基準）

　当中間会計期間より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第３号　平成17年３月16日）お

よび「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号　平成17年３月

16日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、8,409百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 （退職給付に係る会計基準）

　当事業年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号　平成17年３月16日）および

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号　平成17年３月16

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

－ 11 －



表示方法の変更

前中間会計期間
（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

（中間貸借対照表関係）

 　前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示していた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、前中間会計期間40百万円）は「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

用となること及び「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、当中間会計期間から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、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該出

資の額は52百万円であります。

（中間貸借対照表関係）

 　前中間会計期間において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当中間会計期間から「のれん」と表示して

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

　１ リース・割賦販売契約等に基づく

預り手形

　１ リース・割賦販売契約等に基づく

預り手形

　１ リース・割賦販売契約等に基づく

預り手形

リース契約に

基づく預り手形
1百万円

リース契約に

基づく預り手形
0百万円

リース契約に

基づく預り手形
0百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額

賃貸資産の

減価償却累計額
9,797百万円

社用資産の

減価償却累計額
1,496百万円

賃貸資産の

減価償却累計額
8,222百万円

社用資産の

減価償却累計額
1,794百万円

賃貸資産の

減価償却累計額
8,961百万円

社用資産の

減価償却累計額
1,645百万円

　３ 偶発債務

金融機関等からの借入に対する保

証債務

　３ 偶発債務

金融機関等からの借入に対する保

証債務

　３ 偶発債務

金融機関等からの借入に対する保

証債務

医療法人美和会他

     12名
626百万円

当社従業員  ４名 2百万円

計 628百万円

レンタル物品買取

契約に係る偶発債務
65百万円

医療法人美和会他

     12名
517百万円

当社従業員  ５名 2百万円

計 519百万円

  

医療法人美和会他

 12名
546百万円

当社従業員　２名 1百万円

計 547百万円

────── ※４ 中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして

処理しております。当中間期末日

満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

──────

  受取手形 48百万円   
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 493百万円

無形固定資産 89百万円

有形固定資産 426百万円

無形固定資産 66百万円

有形固定資産 945百万円

無形固定資産 179百万円

※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの

受取利息 3百万円

受取配当金 227百万円

受取利息 0百万円

受取配当金 224百万円

受取利息 4百万円

受取配当金 234百万円

※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの

支払利息 41百万円 支払利息 34百万円 支払利息 75百万円

※４　当社は、キャッシュ・フローを

生みだす最小単位として、主に

薬局店舗、支店・営業所を基本

単位としてグルーピングしてお

ります。

当中間会計期間において、営業

活動から生ずる損益が継続して

マイナスであり、今後も黒字化

の見通しが立たなくなった薬局

店舗６店（関東・甲信越４店、

九州２店）について帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（62百万円）

として特別損失に計上しており

ます。 

固定資産の種類毎の減損損失の

内訳は、建物44百万円、土地５

百万円、その他12百万円となっ

ております。 

なお、回収可能価額は、資産の

重要性を勘案し主として路線価、

固定資産税評価額等をもとにし

た正味売却価額により測定して

おります。 

※４　当社は、内部管理上、キャッ

シュ・フローを生みだす最小単

位を基礎として資産のグルーピ

ングを行っており、薬局関連事

業においては薬局店舗ごとに、

レンタル関連事業においてはレ

ンタル契約先ごとにグルーピン

グしております。

なお、前事業年度の下期からレ

ンタル関連事業の収益管理をよ

り厳格化させるためレンタル関

連事業のグルーピングを支店・

営業所単位からレンタル契約先

単位に変更しております。 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。 
 

事 業 場 所 用 途 種 類
金 額

（百万円）

レンタル

関連事業

レンタル契

約先56件

（関東・甲

信越13件、

東北10件ほ

か）

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産

（所有権移

転外ファイ

ナンス・

リース取引

により使用

している

リース資産

で、賃貸借

取引に係る

方法に準じ

て会計処理

を行ってい

るもの） 

141

   合 計 141
 

※４　当社は、内部管理上、キャッ

シュ・フローを生みだす最小単

位を基礎として資産のグルーピ

ングを行っており、薬局関連事

業においては薬局店舗ごとに、

レンタル関連事業においてはレ

ンタル契約先ごとにグルーピン

グしております。

なお、当下期からレンタル関連

事業の収益管理をより厳格化さ

せるためレンタル関連事業のグ

ルーピングを支店・営業所単位

からレンタル契約先単位に変更

しております。 

当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損

損失を計上いたしました。 
 

事 業 場 所 用 途 種 類
金 額

（百万円）

薬局関連

事業

薬局店舗６

店（関東・

甲信越４店、

九州２店）

薬局店舗 
建物、土地

等 
62

レンタル

関連事業

レンタル契

約先102件

（関東・甲

信越26件、

東北12件ほ

か）

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産

（所有権移

転外ファイ

ナンス・

リース取引

により使用

している

リース資産

で、賃貸借

取引に係る

方法に準じ

て会計処理

を行ってい

るもの） 

417

   合 計 479
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前中間会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

レンタル関連事業においては、

稼働率の低下により収益性が著

しく低下しているレンタル用テ

レビシステムについて、レンタ

ル用テレビシステムとして使用

しているリース資産の未経過

リース料の現在価値が回収可能

価額を超える額を減損損失（141

百万円）として特別損失に計上

しております。

なお、レンタル関連事業におけ

るレンタル用テレビシステムと

して使用しているリース資産の

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4.1％で割引いて

算定しております。

 

 

薬局関連事業においては、営業

活動から生ずる損益が継続して

マイナスであり、今後も黒字化

の見通しが立たなくなった薬局

店舗について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（62百万円）として

特別損失に計上しております。

その内訳は、建物44百万円、土

地５百万円、リース資産11百万

円、その他１百万円であります。

レンタル関連事業においては、

稼働率の低下により収益性が著

しく低下しているレンタル用テ

レビシステムについて、レンタ

ル用テレビシステムとして使用

しているリース資産の未経過

リース料の現在価値が回収可能

価額を超える額を減損損失（417

百万円）として特別損失に計上

しております。

なお、薬局関連事業のおける薬

局店舗に係る資産の回収可能価

額は、資産の重要性を勘案し主

として路線価、固定資産税評価

額等をもとにした正味売却価額

により測定しております。また、

レンタル関連事業におけるレン

タル用テレビシステムとして使

用しているリース資産の回収可

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4.1％で割引いて算定して

おります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

１　借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

１　借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

１　借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
 (百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

レンタ
ル資産

15,488 7,457 － 8,030

器具及
び備品

1,043 450 7 585

ソフト
ウェア

550 176 3 370

合計 17,082 8,084 11 8,986

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
 (百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

レンタ
ル資産

16,139 7,923 558 7,657

器具及
び備品

1,081 453 7 619

ソフト
ウェア

616 234 3 378

合計 17,836 8,611 569 8,655

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
 (百万円)

期末残
高相当
額

(百万円)

レンタ
ル資産

16,681 8,163 417 8,100

器具及
び備品

1,004 490 7 505

ソフト
ウェア

588 231 3 353

合計 18,273 8,885 428 8,960

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,064百万円

１年超 6,121百万円

合計 9,186百万円

リース資産減損勘定の残高

10百万円

１年以内 3,024百万円

１年超 6,519百万円

合計 9,543百万円

リース資産減損勘定の残高

499百万円

１年以内 3,112百万円

１年超 6,595百万円

合計 9,707百万円

リース資産減損勘定の残高

425百万円

(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、

支払利息相当額および減損損失

(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、

支払利息相当額および減損損失

(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、

支払利息相当額および減損損失

支払リース料 1,748百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
1百万円

減価償却費相当額 1,726百万円

支払利息相当額 91百万円

減損損失 11百万円

支払リース料 1,811百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
66百万円

減価償却費相当額 1,767百万円

支払利息相当額 101百万円

減損損失 141百万円

支払リース料 3,570百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
3百万円

減価償却費相当額 3,439百万円

支払利息相当額 191百万円

減損損失 428百万円

(4）減価償却費相当額および利息相当

額の算定方法

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）減価償却費相当額および利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額および利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左
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前中間会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

２　貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却

累計額および中間期末残高

２　貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却

累計額および中間期末残高

２　貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償

却累計額および期末残高

 
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間期
末残高
(百万円)

情報関連
機器・事
務用機器

967 757 209

医療機器 6,850 6,098 751

その他 860 550 310

合計 8,678 7,406 1,271

 
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間期
末残高
(百万円)

情報関連
機器・事
務用機器

767 538 229

医療機器 5,504 4,800 703

その他 847 482 365

合計 7,118 5,821 1,297

 
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末残高
(百万円)

情報関連
機器・事
務用機器

857 629 228

医療機器 6,274 5,544 730

その他 901 541 359

合計 8,033 6,715 1,318

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 671百万円

１年超 607百万円

合計 1,279百万円

１年以内 563百万円

１年超 769百万円

合計 1,333百万円

１年以内 397百万円

１年超 934百万円

合計 1,331百万円

(3）受取リース料、減価償却費および

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費および

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費およ

び受取利息相当額

受取リース料 446百万円

減価償却費 336百万円

受取利息相当額 38百万円

受取リース料 354百万円

減価償却費 242百万円

受取利息相当額 51百万円

受取リース料 835百万円

減価償却費 614百万円

受取利息相当額 82百万円

(4）利息相当額の算定方法

利息相当額の各期への配分方法に

ついては、利息法によっておりま

す。

(4）利息相当額の算定方法

同左

(4）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）、当中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）および前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものについては、該当事項はありません。

（ストックオプション等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

前事業年度
（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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