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１． 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                               （百万円未満切り捨て） 

 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 
17 年 9 月中間期 

29,954   8.7
27,560  11.6

         1,185  △18.4
1,453    14.6

           1,119  △18.4 
           1,371    26.5

18 年 3 月期 57,641             3,263                 3,013       
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

             596  △21.9 
       763   36.8 

78.66 
105.28 

18 年 3 月期          1,538      209.17 

 
 

 (注)①期中平均株式数  18 年 9 月中間期  7,583,890 株  17 年 9 月中間期    7,256,189 株   
18 年 3 月期    7,226,811 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 
 
(2)財政状態                               （百万円未満切り捨て） 
 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 
17 年 9 月中間期 

35,412 
29,950 

13,295
9,591

37.5 
32.0 

1,681.08
1,333.75

18 年 3 月期 32,896 10,463 31.8 1,448.69
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期   7,908,633 株  17 年 9 月中間期    7,191,633 株 

    18 年 3 月期     7,204,633 株 
   ②期末自己株式数   18 年 9 月中間期        94,367 株   17 年 9 月中間期      94,367 株  

18 年 3 月期           94,367 株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日) 

 
売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 63,072 3,065 1,551

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   196 円 16 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 17.00 20.00 37.00

19 年 3 月期（実績） 20.00 ―

19 年 3 月期（予想） ― 20.00
40.00

※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。実際の業績は、業況等の変化により、上記数値と異なる場合があります。 



１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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(千円) 
構成比
(％)

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   3,390,230 4,053,390  1,818,640

２ 売掛金 ＊３  6,130,438 5,262,121  6,942,938

３ たな卸資産   1,910,569 1,832,345  1,406,728

４ 関係会社短期貸付金 

５ 繰延税金資産 
  

－

337,147

2,453,084

374,914
 
1,342,666

361,816

６ その他   421,950 583,869  400,944

貸倒引当金   △5,203 △5,402  △4,472

流動資産合計   12,185,133 40.7 14,554,322 41.1  12,269,261 37.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ＊１ 6,674,754 7,590,271 7,154,352 

減価償却累計額  2,481,569 4,193,185 2,871,200 4,719,071 2,701,311 4,453,040

(2) 土地 ＊１  4,400,948 5,389,991  5,323,298

(3) その他 ＊１ 1,689,048 2,153,592 2,007,390 

減価償却累計額  526,045 1,163,003 753,019 1,400,572 645,489 1,361,901

有形固定資産合計   9,757,136 32.6 11,509,635 32.5  11,138,241 33.8

２ 無形固定資産     

 （1）のれん 

 （2）その他 

  無形固定資産合計 

３ 投資その他の資産 

  

－

1,145,274

1,145,274 3.8

646,666

586,931

1,233,598 3.5
 

－

1,171,969

1,171,969 3.6

(1) 投資有価証券 ＊１  2,122,660 1,499,280  1,976,509

(2) 敷金保証金 ＊１  3,513,792 4,251,217  3,945,135

(3) 前払年金費用   166,750 205,042  182,578

(4) その他   1,066,269 2,166,285  2,218,979

貸倒引当金   △6,518 △6,518  △6,518

投資その他の資産 
合計 

  6,862,954 22.9 8,115,307 22.9  8,316,683 25.3

固定資産合計   17,765,365 59.3 20,858,541 58.9  20,626,894 62.7

資産合計   29,950,498 100.0 35,412,864 100.0  32,896,156 100.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   9,672,821 10,077,112  9,566,689

２ 短期借入金 ＊1,2  ― 1,400,000  700,000

３ １年以内償還予定 
  社債 

  400,000 600,000  400,000

４ １年以内返済予定 
  長期借入金 

＊１  2,140,236 2,112,167  2,242,792

５ 未払法人税等   684,000 564,500  825,876

６ 賞与引当金   565,698 661,386  589,794

７ その他   455,784 820,423  670,007

流動負債合計   13,918,540 46.5 16,235,589 45.9  14,995,160 45.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   960,000 360,000  760,000

２ 長期借入金 ＊１  4,999,155 5,061,988  6,048,406

３ 退職給付引当金   122,945 134,611  127,418

４ 役員退職慰労引当金   246,001 272,686  262,331

５ 繰延税金負債   107,912 49,297  234,954

６ その他   4,074 3,658  4,070

固定負債合計   6,440,088 21.5 5,882,242 16.6  7,437,182 22.6

負債合計   20,358,629 68.0 22,117,831 62.5  22,432,342 68.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,596,300 8.7 ― ―  2,603,450 7.9

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  3,397,540 ― 3,404,690 

資本剰余金合計   3,397,540 11.3 ― ―  3,404,690 10.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  20,000 ― 20,000 

２ 任意積立金  130,000 ― 130,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 3,277,468 ― 3,929,376 

利益剰余金合計   3,427,468 11.4 ― ―  4,079,376 12.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  477,755 1.6 ― ―  683,492 2.1

Ⅴ 自己株式   △307,194 △1.0 ― ―  △307,194 △0.9

資本合計   9,591,868 32.0 ― ―  10,463,814 31.8

負債資本合計   29,950,498 100.0 ― ―  32,896,156 100.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 3,948,075  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 4,749,315 ― 

資本剰余金合計   ― 4,749,315  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 20,000 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 130,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 4,355,300 ― 

利益剰余金合計   ― 4,505,300  ―

４ 自己株式   ― △307,194  ―

株主資本合計   ― 12,895,496 36.4  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 399,536  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 399,536 1.1  ―

純資産合計   ― 13,295,032 37.5  ―

負債純資産合計   ― 35,412,864 100.0  ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   27,560,590 100.0 29,954,038 100.0  57,641,979 100.0

Ⅱ 売上原価   23,130,760 83.9 25,593,049 85.4  48,430,955 84.0

売上総利益   4,429,829 16.1 4,360,988 14.6  9,211,024 16.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,976,768 10.8 3,175,274 10.6  5,947,623 10.3

営業利益   1,453,060 5.3 1,185,714 4.0  3,263,400 5.7

Ⅳ 営業外収益 ＊１  74,956 0.3 100,345 0.3  159,587 0.2

Ⅴ 営業外費用 ＊２  156,488 0.6 166,305 0.6  409,798 0.7

経常利益   1,371,529 5.0 1,119,753 3.7  3,013,189 5.2

Ⅵ 特別利益 ＊３  29,790 0.1 ― ―  42,980 0.1

Ⅶ 特別損失 ＊４  121,511 0.4 8,699 0.0  289,671 0.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,279,808 4.7 1,111,054 3.7  2,766,497 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 639,010 518,531 1,390,271 

法人税等調整額  △123,179 515,831 1.9 △3,993 514,537 1.7 △161,917 1,228,353 2.1

中間(当期)純利益   763,977 2.8 596,517 2.0  1,538,143 2.7

前期繰越利益   2,513,491 ―  2,513,491

中間配当額   ― ―  122,257

中間(当期)未処分 
利益 

  3,277,468 ―  3,929,376
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③ 【調剤売上原価明細書】 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

科目 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 17,898,038 78.4 19,643,076 77.8 37,541,875 78.6

Ⅱ 労務費 2,749,526 12.0 3,147,929 12.5 5,646,774 11.8

Ⅲ 経費 2,189,087 9.6 2,442,553 9.7 4,564,894 9.6

（うち減価償却費） （446,887） （496,961） （975,320） 

 （うち地代家賃） （712,939） （869,050） （1,475,498） 

（うちリース料） （279,694） （258,952） （544,207） 

調剤売上原価 22,836,651 100.0 25,233,559 100.0 47,753,544 100.0

  

 （注）なお、損益計算書上の売上原価には上記調剤売上原価のほか、商品売上原価が下記のとおり含まれております。 

 （単位：千円） 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

商品売上原価 294,108   359,490   677,410   
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④ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益

準備金 別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価

差額金 

純資産合計

平成18年３月31日

残高(千円) 
2,603,450 3,404,690 3,404,690 20,000 130,000 3,929,376 4,079,376 △307,194 9,780,322 683,492 10,463,814

中間会計期間中の

変動額 

新株の発行 1,344,625 1,344,625 1,344,625 2,689,250 2,689,250

剰余金の配当（注） △144,092 △144,092 △144,092 △144,092

利益処分による役

員賞与（注） 
△26,500 △26,500 △26,500 △26,500

中間純利益 596,517 596,517 596,517 596,517

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△283,955 △283,955

中間会計期間中の

変動額合計(千円) 
1,344,625 1,344,625 1,344,625 425,924 425,924 3,115,174 △283,955 2,831,218

平成18年９月30日

残高(千円) 
3,948,075 4,749,315 4,749,315 20,000 130,000 4,355,300 4,505,300 △307,194 12,895,496 399,536 13,295,032

（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。 
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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 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間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。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) その他有価証券 

   時価のあるもの 

        中間決算日の市場価格等に

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)を採用しておりま

す。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

(1) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)を採用しております。 

   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 

   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。 

 (2) 子会社株式 

    移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (2) 子会社株式 

同左 

 (2) 子会社株式 

同左 

２ デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

   時価法を採用しております。 

２ デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

同左 

２ デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

  商品・調剤薬品 

   総平均法による原価法を採用

しております。 

３ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

  商品・調剤薬品 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

  商品・調剤薬品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

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)については、定額

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 建物及び構築物 

10年～47年 

 工具器具備品 

５年～15年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

また、のれんについては、

個別案件ごとに判断し、２０

年以内の合理的な年数で 

   償却をしております。 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 

 

―― 

 

５ 繰延資産の処理方法 

  （1）株式交付費 

     支出時に全額費用として

処理しております。 

５ 繰延資産の処理方法 

 （1）新株発行費 

     支出時に全額費用として

処理しております。 

６ 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。 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

６ 引当金の計上基準 

 (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、当中間会計期

間の負担額を計上しておりま

す。 

 (2) 賞与引当金 

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、当期負担額を

計上しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (3) 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

退職給付債務及び年金資産の

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。 

なお、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(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

費用処理することとしており

ます。 

また、過去勤務債務につい

ては、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間(７年)によ

る定額法により費用処理して

おります。 

  (3) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 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

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しており

ます。 

なお、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(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

費用処理することとしており

ます。 

また、過去勤務債務につい

ては、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間(７年)によ

る定額法により費用処理して

おります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同左 

７ 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。 

７ リース取引の処理方法 

同左 

７ リース取引の処理方法 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引につい

て、金融商品会計基準に定め

る特例処理を採用しておりま

す。 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 

 (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 

    ヘッジ対象－借入金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

当社の内規である「金利リ

スク管理方針」に基づき、金

利変動リスクをヘッジしてお

ります。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 有効性の評価方法 

    特例処理によっている金利

スワップ取引のため、有効性

の評価を省略しております。 

 (4) 有効性の評価方法 

同左 

 (4) 有効性の評価方法 

同左 

９ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。 

   なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺の上流動負債

「その他」に含めて表示してい

ます。 

   なお、控除対象外消費税等に

ついては、当中間会計期間の費

用として処理しております。 

９ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

９ その他財務諸表作成のための重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。 

   なお、控除対象外消費税等に

ついては、当期の費用として処

理しております。 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

   当中間会計期間より、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））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。

これによる損益に与える影響は

ありません。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及

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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準適用指

針第8号）を適用しております。 

 なお、従来の資本の部の合計額に

相当する金額は13,295,032千円で

あります。 

また、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における

中間財務諸表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第7号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離会計基

準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。 

(固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

これにより当事業年度の税引

前当期純利益が49,149千円減少

しております。 

なお、減損損失累計額につい

ては、各資産の金額から直接控

除しております。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (中間貸借対照表) 

   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

めて表示しておりました「投資

有価証券」（前中間会計期間末

1,055,601千円）については、

資産総額の100分の５超となっ

たため、当中間会計期間より区

分掲記しております。 

  

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において無形

固定資産に一括掲記していたも

ののうち、営業権（前中間会計

期間末694,123千円）は当中間

会計期間より「のれん」として

掲記しております。 
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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 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

2,016,274千円

土地 3,732,293 

その他(建
設仮勘定) 

73,040 

敷金保証金 475,570 

計 6,297,179 

  
 

＊１ 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

1,833,844千円

土地 3,666,297 

その他(建
設仮勘定)

73,040 

敷金保証金 482,019 

計 6,055,201 

  
 

＊１ 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

1,889,313千円

土地 3,664,045 

その他(建
設仮勘定) 

73,040 

敷金保証金 470,940 

計 6,097,340 

  
 

   担保付債務は以下のとおりで

あります。 

  

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,807,681千円

長期借入金 3,438,617 

計 5,246,299 
 

   担保付債務は以下のとおりで

あります。 

短期借入金 678,377千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金

1,683,195    

長期借入金 3,117,100 

計 5,478,673 
 

   担保付債務は以下のとおりで

あります。 

短期借入金 334,267千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,739,065  

長期借入金 3,826,507 

計 5,899,839 
 

   上記の他営業保証金として、

投資有価証券2,045千円を差し

入れております。 

   上記の他営業保証金として、

投資有価証券2,265千円を差し

入れております。 

   上記の他営業保証金として、

投資有価証券2,370千円を差し

入れております。 

＊２ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため貸出コミットメ

ント契約を締結しております。 

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は以下のとおりであ

ります。 

貸出コミッ
トメントの
総額 

5,000,000千円

借入実行 
残高 

― 

差引額 5,000,000 
 

＊２ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は以下のとおりであ

ります。 

貸出コミッ
トメントの
総額 

7,000,000千円

借入実行 
残高 

1,400,000 

差引額 5,600,000 
 

＊２ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当事業年度末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行

残高等は以下のとおりでありま

す。 

貸出コミッ
トメントの
総額 

7,000,000千円

借入実行 
残高 

700,000 

差引額 6,300,000 
 

＊３ 債権流動化による売掛債権譲

渡高は1,636,093千円でありま

す。 

 

＊３ 債権流動化による売掛債権譲

渡高は3,088,457千円でありま

す。 

 

＊３ 債権流動化による売掛債権譲

渡高は1,502,481千円でありま

す。 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

＊１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 8,837千円

受取賃貸料 34,906 
 

＊１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 8,178千円

受取賃貸料 44,364 

受取利息 11,604 

業務委託料 10,890 
 

＊１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 16,919千円

受取賃貸料 79,519 

業務委託料 25,071 

 

 

＊２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 70,168千円

支払手数料 23,536 
 

＊２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 64,208千円

支払手数料 24,342 

  
 

＊２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 138,318千円

支払手数料 114,372 
 

＊３ 特別利益の主要項目 

固定資産 
売却益 

143千円

違約金収入 29,410  
 

＊３ 特別利益の主要項目 

――― 

  
 

＊３ 特別利益の主要項目 

固定資産 
売却益 

143千円

違約金収入 29,410  

前期損益 
修正益 

12,458  
 

＊４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
売却損 

17,984千円

固定資産 
除却損 

51,162  

敷金保証金等 
解約損 

51,790 

 

＊４ 特別損失の主要項目 

敷金保証金等
解約損 

187千円

投資有価証券
評価損 

8,511  

     

 

＊４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
売却損 

17,984千円

固定資産 
除却損 

102,160  

敷金保証金等 
解約損 

119,803 

減損損失 49,149 

 
５ 減価償却実施額 

有形固定資産 300,225千円

無形固定資産 130,429 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 339,685千円

無形固定資産 154,056 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 661,239千円

無形固定資産 289,895 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式 94 －                － 94

合計 94 －                － 94
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

 （借主側） 

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 

 （借主側） 

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 

 （借主側） 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間会計期間末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間会計 
期間末残高 
相当額 
(千円) 

その他 
(工具器 
具備品) 2,878,160 1,601,101 1,277,058 

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア) 

179,896 121,068 58,827 

合計 3,058,057 1,722,170 1,335,886 

 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間会計期間末残高相当額

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間会計
期間末残高
相当額 
(千円) 

その他 
(工具器 
具備品) 2,594,347 1,421,273 1,173,074

無形固定
資産 
(ソフト 
ウェア) 

112,950 79,315 33,635

合計 2,707,298 1,500,588 1,206,709

 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

その他 
(工具器 
具備品) 2,935,684 1,716,257 1,219,426

無形固定
資産 
(ソフト 
ウェア) 

143,298 96,391 46,906

合計 3,078,982 1,812,649 1,266,332

 
 ② 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額 

１年内 528,768千円

１年超 850,359 

合計 1,379,127 
 

 ② 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額 

１年内 467,266千円

１年超 773,805 

合計 1,241,072 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 492,522千円

１年超 812,008 

合計 1,304,531 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 346,784千円

減価償却費 
相当額 

314,864 

支払利息 
相当額 

24,759 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 295,241千円

減価償却費 
相当額 

272,173 

支払利息 
相当額 

19,124 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 660,220千円

減価償却費 
相当額 

607,480 

支払利息 
相当額 

46,004 

 
 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 

 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 

 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 

 （借主側） 

  未経過リース料 

１年内 89,067千円

１年超 885,153 

合計 974,221 
 

２ オペレーティング・リース取引

 （借主側） 

  未経過リース料 

１年内 103,158千円

１年超 1,013,721 

合計 1,116,880 
 

２ オペレーティング・リース取引

 （借主側） 

  未経過リース料 

１年内 100,733千円

１年超 1,045,170 

合計 1,145,903 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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 (１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,333円75銭 

 

１株当たり純資産額 1,681円08銭 １株当たり純資産額 1,448円69銭

１株当たり中間純利益 105円28銭 

 

１株当たり中間純利益 78円66銭 １株当たり当期純利益 209円17銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

105円16銭 

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

78円55銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

208円71銭

   

 (注)1.１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後の１株当たり中間(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。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 763,977 596,517 1,538,143

普通株主に帰属しない金額(千円) 

(うち利益処分による役員賞与金 

(千円)) 

―

(―)

― 

(―)

26,500

(26,500)

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

763,977 596,517 1,511,643

普通株式の期中平均株式数(株) 7,256,189 7,583,890 7,226,811

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益 

 

普通株式増加数(株) 

(うち新株予約権(株)) 

8,702

(8,702)

10,586 

(10,586)

15,777

(15,777)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

―――

 

――― ―――

2.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 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) 

純資産の部の合計額(千円) ――― 13,295,032 ―――

純資産の部の合計額から控除 

する金額（千円） ―――

 

――― 

 

―――

 （うち新株予約権） ――― ――― ―――

 （うち少数株主持分） ――― ――― ―――

普通株式に係る中間期末の純資産額

（千円） ―――

 

――― 

 

―――

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末の普通株式の数（株） ―――

 

7,908,633 

 

―――
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

（1）平成17年10月13日開催の取締役会において、調剤薬局経営の株式会社フジアポテコ及び株式会社清

瀬調剤センターの全株式を取得して完全子会社とすることを決議し、同日両社の全株式を取得いたし

ました。また、株式会社フジアポテコが発行済全株式を保有する株式会社フジメディカルサポートに

つきましても、同時に完全子会社となりました。 

①取得の目的 

東京都西部地域に５店舗を展開する３社を完全子会社とすることにより、同地域の拠点を構築す

るとともに、当社グループのさらなる規模拡大を目的としております。 

②株式の取得先 

伏見 恵一 

③子会社の概要 

（名称）   株式会社フジアポテコ 

（事業内容） 調剤薬局の経営（東京都清瀬市２店舗、東京都三鷹市１店舗） 

（規模）   売上高  617,319千円（平成17年２月期） 

       総資産  172,991千円（平成17年２月28日現在） 

       資本金   10,000千円（平成17年２月28日現在） 

 

（名称）   株式会社清瀬調剤センター 

（事業内容） 調剤薬局の経営（東京都清瀬市１店舗） 

（規模）   売上高  301,710千円（平成17年９月期） 

       総資産   63,839千円（平成17年９月30日現在） 

       資本金   10,000千円（平成17年９月30日現在） 

（名称）   株式会社フジメディカルサポート（株式会社フジアポテコの完全子会社） 

（事業内容） 調剤薬局の経営（東京都清瀬市１店舗） 

（規模）   売上高  123,851千円（平成17年６月期） 

       総資産   34,464千円（平成17年６月30日現在） 

       資本金   10,000千円（平成17年６月30日現在） 

④株式取得の時期  平成17年10月13日 

⑤取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式の状況 

株式会社フジアポテコ 

異動前の所有株式数   0株（所有割合    0.00％） 

取得株式数      200株（取得金額 358百万円） 

異動後の取得株式数  200株（所有割合   100.0％） 

株式会社清瀬調剤センター 

異動前の所有株式数   0株（所有割合    0.00％） 

取得株式数      200株（取得金額 153百万円） 

異動後の取得株式数  200株（所有割合   100.0％） 

 

（2）平成17年11月９日開催の取締役会において、調剤薬局経営の株式会社西武調剤センターの全株式を

取得して完全子会社とすることを決議し、同日全株式を取得いたしました。 
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①取得の目的 

東京都西部地域における更なる進出を図るとともに、当社グループのさらなる規模拡大を目的と

しております。 

②株式の取得先 

馬場 孝道 

馬場 典子 

馬場 愛子 

大床 サツエ 

③子会社の概要 

（事業内容） 調剤薬局の経営（東京都小平市１店舗） 

（規模）   売上高   76,962千円（平成17年９月期） 

       総資産   29,492千円（平成17年９月30日現在） 

       資本金   10,000千円（平成17年９月30日現在） 

④株式取得の時期  平成17年11月９日 

⑤取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式の状況 

異動前の所有株式数   0株（所有割合    0.00％） 

取得株式数      200株（取得金額  40百万円） 

異動後の取得株式数  200株（所有割合   100.0％） 

 

（3）平成17年11月21日開催の取締役会において、調剤薬局経営の株式会社チバイノンの全株式を取得し

て完全子会社とすることを決議し、同日全株式を取得いたしました。 

①取得の目的 

当買収により群馬県に初進出を果たし、今後の北関東地区への更なる進出を図るとともに、当社

グループのさらなる規模拡大を目的としております。 

 

②株式の取得先 

島田 輝彦 

島田 英子 

株式会社イノン 

島田 喜彦 

島田 三津子 

③子会社の概要 

（事業内容） 調剤薬局の経営（群馬県前橋市１店舗） 

（規模）   売上高  253,410千円（平成17年７月期） 

       総資産  100,418千円（平成17年７月31日現在） 

       資本金   10,000千円（平成17年７月31日現在） 

④株式取得の時期  平成17年11月21日 

⑤取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式の状況 

異動前の所有株式数   0株（所有割合    0.00％） 

取得株式数      200株（取得金額  60百万円） 

異動後の取得株式数  200株（所有割合   100.0％） 
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当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

（1） 平成18年9月19日開催の取締役会において、当社全額出資による子会社株式会社メディカル 

リソースを設立することを決議しました。 

①子会社の概要 

 （1）商号     株式会社メディカルリソース 

 （2）設立年月日  平成18年10月2日 

 （3）本店所在地  東京都中央区八重洲2丁目8番1号 

 （4）代表者    代表取締役社長 三津原 博 

 （5）資本の額   1,000万円 

 （6）出資比率   当社100％ 

 （7）主な事業内容 研修、セミナー等の企画、立案及び実施、医薬品の販売請負（ＣＳＯ事業*） 

                     ＊医薬品販売業務受託事業 

②子会社設立の理由 

  当社は、調剤薬局事業での薬剤師教育で培ったノウハウが蓄積されており、またユーザーサイド 

 からＭＲ（医薬情報担当者）に対するニーズを把握しております。 

  これらを活用し、「理想のＭＲ」を育成するＭＲ関連教育事業に進出し、既存事業とのシナジー 

    を追求しながら、「医療サービス」提供企業としての企業価値を拡大することを目的として、新 

    会社を設立することにいたしました。 

   

（2） 平成18年10月2日開催の取締役会において、調剤薬局経営の株式会社医療システム研究所の全株式 

     を取得して完全子会社とすることを決議し、同日全株式を取得いたしました。 

    ①取得の目的 

      調剤薬局事業の北関東地区への更なる規模拡大を図ることを目的としております。 

    ②株式の取得先 

      三富 和彦 

     三富 由美 

   ③子会社の概要 

     （名称）    株式会社医療システム研究所 

     （事業内容）  調剤薬局の経営（東京都、栃木県、茨城県に各1店舗） 

     （規模）    売上高   1,441,501千円（平成17年9月期） 

             総資産    569,005千円（平成17年9月30日現在） 

             資本金      15,500千円（平成17年9月30日現在） 

   ④株式取得の時期  平成18年10月2日 

   ⑤取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式の状況 

     異動前の所有株式数    0 株 （所有割合  0.00％） 

     取得株式数       310 株  （取得金額   非公表） 

     異動後の取得株式数   310 株 （所有割合  100.0％） 
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前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 
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