
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ０円56銭 

  

３．配当状況 

  

※上記の予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した予測であり、潜在的なリスクや

不確実性が含まれております。そのため様々な要因の変化により、実際の業績が記載されている予想数値と大幅に

異なる可能性があります。  

  

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要
平成18年10月30日

会社名 三光純薬株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 8126 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.sanko-junyaku.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 神保 正男  

問合せ先責任者 役職名 取締役兼執行役員 氏名 辻村 耕次   ＴＥＬ （03）3866－0348 

決算取締役会開催日 平成18年10月30日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）     

(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 2,331 (△7.3) 21 (△78.3) 38 (△64.4)

17年９月中間期 2,515 (△1.7) 98 (11.1) 109 (38.9)

18年３月期 4,991  136  154  

 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 9 (△82.6) 0 52

17年９月中間期 53 (32.6) 2 97

18年３月期 67  3 76

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期17,983,735株 17年９月中間期17,986,553株 18年３月期17,985,545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 13,258 11,540 87.0 641 73

17年９月中間期 13,220 11,550 87.4 642 24

18年３月期 13,256 11,584 87.4 644 18

（注）①期末発行済株式数 

②期末自己株式数 

18年９月中間期

18年９月中間期

17,983,649株

 15,911株

17年９月中間期

17年９月中間期

17,985,057株

14,503株

18年３月期

18年３月期

17,983,749株

15,811株

   ③平成17年９月中間期および平成18年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」、「株主資本比率」、お

    よび「１株当たり株主資本」を、「純資産」、「自己資本比率」および「１株当たり純資産」の欄にそれぞれ記

    載しております。  

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 営業利益 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円  百万円

通 期 4,700   30   60   10   

・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 －  3.00 3.00

19年３月期（実績） －   －
2.50

19年３月期（予想） －  2.50



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  189,337   186,467   156,471   

２ 受取手形  ※４ 381,534   378,768   294,073   

３ 売掛金  1,212,027   1,220,632   1,222,212   

４ 有価証券  2,181,336   1,560,881   2,379,868   

５ たな卸資産  1,540,609   1,470,273   1,433,575   

６ 繰延税金資産  165,858   177,789   174,555   

７ 預け金 ※２ 3,031,349   2,243,117   2,237,106   

８ その他  86,026   64,823   50,644   

貸倒引当金  △4,640   △12,390   △9,430   

流動資産合計   8,783,439 66.4  7,290,364 55.0  7,939,076 59.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1）建物  988,513   926,684   949,406   

(2）土地  247,930   247,930   247,930   

(3）その他  687,950   559,776   558,313   

有形固定資産計  1,924,393  14.6 1,734,390  13.1 1,755,649  13.3 

２ 無形固定資産  3,995  0.0 3,995  0.0 3,995  0.0 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,387,402   2,162,436   2,170,566   

(2）繰延税金資産  931,386   881,787   899,849   

(3）長期性預金   －   1,100,000   400,000   

(3）その他  189,592   85,051   87,701   

投資その他の 
資産計  2,508,381  19.0 4,229,275  31.9 3,558,116  26.8 

固定資産合計   4,436,770 33.6  5,967,661 45.0  5,317,762 40.1 

資産合計   13,220,210 100.0  13,258,026 100.0  13,256,838 100.0 
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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  208,251   261,795   234,211   

２ 未払法人税等  18,357   17,983   22,061   

３ 賞与引当金  148,930   168,744   161,078   

４ 返品調整引当金  9,140   4,590   8,130   

５ その他 ※３ 322,876   261,955   275,843   

流動負債合計   707,554 5.3  715,068 5.4  701,325 5.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  675,606   725,363   685,017   

２ 役員退職慰労 
引当金  15,500   －   17,701   

３ その他  270,776   276,900   268,102   

固定負債合計   961,884 7.3  1,002,264 7.6  970,821 7.3 

負債合計   1,669,438 12.6  1,717,332 13.0  1,672,146 12.6 

           
 （純資産の部）           
Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  5,262,480 39.7  － － 

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   － －  5,383,920 40.6  － － 

 資本剰余金合計   － －  5,383,920 40.6  － － 

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   － －  183,400 1.4  － － 

(2）その他利益 

        剰余金 
          

任意積立金   － －  570,000 4.3  － － 

繰越利益剰余金   － －  69,645 0.5  － － 

利益剰余金合計   － －  823,045 6.2  － － 

４ 自己株式   － －  △7,619 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  11,461,825 86.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金   － －  78,868 0.5  － － 

評価・換算差額等 
合計   － －  78,868 0.5  － － 

純資産合計   － －  11,540,693 87.0  － － 

負債純資産合計   － －  13,258,026 100.0  － － 
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,262,480 39.8  － －  5,262,480 39.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  5,383,920   －   5,383,920   

資本剰余金合計   5,383,920 40.7  － －  5,383,920 40.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  183,400   －   183,400   

２ 任意積立金  570,000   －   570,000   

３ 中間（当期） 
  未処分利益  100,096   －   114,304   

利益剰余金合計   853,496 6.5  － －  867,704 6.5 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   57,874 0.5  － －  78,169 0.6 

Ⅴ 自己株式   △6,998 △0.1  － －  △7,582 △0.0 

資本合計   11,550,771 87.4  － －  11,584,691 87.4 

負債・資本合計   13,220,210 100.0  － －  13,256,838 100.0 
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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   2,515,961 100.0  2,331,377 100.0  4,991,150 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,132,759 45.0  1,074,175 46.1  2,275,004 45.6 

売上総利益   1,383,201 55.0  1,257,202 53.9  2,716,146 54.4 

返品調整引当金 
戻入額  9,270   8,130   9,270   

返品調整引当金 
繰入額  9,140 △130 △0.0 4,590 △3,540 △0.2 8,130 △1,140 △0.0 

差引売上総利益   1,383,331 55.0  1,260,742 54.1  2,717,286 54.4 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   1,285,240 51.1  1,239,453 53.2  2,580,499 51.7 

営業利益   98,091 3.9  21,289 0.9  136,786 2.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  20,128 0.8  25,210 1.1  39,194 0.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  8,895 0.4  7,526 0.3  21,016 0.4 

経常利益   109,324 4.3  38,972 1.7  154,964 3.1 

Ⅵ 特別利益  ※３  1,171 0.0  42 0.0  1 0.0 

Ⅶ 特別損失 
 ※４ 
※６  6,065 0.2  11,569 0.5  23,444 0.5 

税引前中間 
（当期）純利益   104,430 4.1  27,446 1.2  131,522 2.6 

法人税、住民税 
及び事業税  3,800   3,800   7,600   

法人税等調整額  47,181 50,981 2.0 14,354 18,154 0.8 56,264 63,864 1.2 

中間（当期） 
純利益   53,449 2.1  9,291 0.4  67,657 1.4 

前期繰越利益   46,647   －   46,647  

中間（当期） 
未処分利益   100,096   －   114,304  
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(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～平成18年９月30日）                  （単位：千円）

  

 
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 

前事業年度末残高 

（平成18年３月31日） 
5,262,480 5,383,920 867,704 △7,582 11,506,522 

当中間会計期間変動額      

剰余金の配当  － － △53,951 － △53,951 

中間純利益 － － 9,291 － 9,291 

自己株式の取得 － － － △37 △37 

株主資本以外の項目の当中間会

計期間変動額（純額） 
－ － － － － 

当中間会計期間変動額合計 － － △44,659 △37 △44,696 

当中間会計期間末残高 

（平成18年９月30日） 
5,262,480 5,383,920 823,045 △7,619 11,461,825 

 

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 

前事業年度末残高 

（平成18年３月31日） 
78,169 78,169 11,584,691 

当中間会計期間変動額    

剰余金の配当  － － △53,951 

中間純利益 － － 9,291 

自己株式の取得 － － △37 

株主資本以外の項目の当中間会

計期間変動額（純額） 
698 698 698 

当中間会計期間変動額合計 698 698 △43,998 

当中間会計期間末残高 

（平成18年９月30日） 
78,868 78,868 11,540,693 
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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 

項目 
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 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 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） 

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） 

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） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・

貯蔵品 

…総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の 

方法 

有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設備

は除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ３～65年

機械装置   ７年

工具器具備品 ２～20年

有形固定資産 

同左 

        

  

有形固定資産 

同左 

       

    
３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損

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 

(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

額のうち当期の負担額を計上し

ております。 
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項目 
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）返品調整引当金 

 販売済製品・商品の中間決算

日後に予想される返品による損

失に備えるため、中間会計期間

末売上債権残高に直近２事業年

度平均の返品率及び当中間会計

期間の利益率を乗じた金額を計

上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

 販売済製品・商品の決算日後

に予想される返品による損失に

備えるため、決算日における売

上債権残高に直近２事業年度平

均の返品率及び当期の利益率を

乗じた金額を計上しておりま

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。 

(4）退職給付引当金 

      同左 

(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

務及び年金資産の見込額に基づ

き、決算日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。 

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員を含む）の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員を含む）の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しております。

 なお、当社は、平成18年６月

22日開催の株主総会において、

役員退職慰労金制度廃止に伴う

取締役および監査役に対する退

職慰労金打ち切り支給を決議し

たことに伴い、当社の役員退職

慰労引当金6,807千円は長期未

払金（固定負債の「その他」）

に振替えております。 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員を含む）の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当期末要支給額を

計上しております。 

４ 外貨建資産又は負債の 

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ 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 同左 

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 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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  

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） 

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））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。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 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。 

  ――――――  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。これにより営業利益および経常利益は266

千円増加し、税引前当期純利益は6,200千円減

少しております。  

  なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき、減価償却累計額

に含めております。     

 ―――――― （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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）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。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当する

金額は11,540,693千円であります。 

 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。 

 ―――――― 

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） 

 ────── （中間貸借対照表関係） 

 「長期性預金」は前中間会計期間末は、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が、当中間会計期間末において資産

の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前中間会計期間末の「長期性預金」の金額は100,000千円で

あります。 
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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 有形固定資産減価償却累計額 

                  2,552,616千円 

  減価償却累計額には、減損損失累計額が  

 含まれております。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

                           2,613,409千円 

   減価償却累計額には、減損損失累計額が  

 含まれております。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

                       2,560,398千円 

    減価償却累計額には、減損損失累計額が 

 含まれております。 

※２ 預け金 

  エーザイ株式会社との金銭消費寄託契約 

 に基づく、寄託運用預け金であります。 

※２ 預け金 

同左 

※２ 預け金 

同左 

※３ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺  

 のうえ、流動負債「その他」に含めて表示  

 しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３      ―――――― 

  

  

※４      ―――――― 

  

※４ 中間期末日満期手形 

  中間会計期間末日の満期手形の会計処理 

 については、手形交換日をもって決済処理 

 をしております。なお、当中間会計期間の 

 末日は金融機関の休日であったため、次の 

 満期手形が中間期末残高に含まれておりま  

 す。      

  

※４      ―――――― 

  受取手形       76,633千円   
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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 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息    5,935千円

有価証券利息   12,577千円

受取利息 9,859千円

有価証券利息  13,211千円

受取利息   11,970千円

有価証券利息   24,003千円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息   1,361千円

たな卸資産廃棄損     348千円

品質保証費    5,564千円

為替差損    1,444千円

支払利息  1,714千円

たな卸資産廃棄損 129千円

品質保証費 4,450千円

為替差損    913千円

支払利息   2,664千円

品質保証費 12,840千円

為替差損 3,962千円

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額    1,170千円

工具器具備品売却益     1千円

工具器具備品売却益      42千円 工具器具備品売却益        1千円

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

工具器具備品売却損      126千円

建物附属設備除却損    1,155千円

機械装置除却損     635千円

工具器具備品除却損  3,350千円

減損損失     457千円

ゴルフ会員権評価損     340千円

工具器具備品除却損  7,503千円

減損損失 4,065千円

工具器具備品売却損     126千円

減損損失    6,467千円

工具器具備品除却損 16,510千円

ゴルフ会員権評価損      340千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産  127,441千円 有形固定資産 120,411千円 有形固定資産 269,032千円

   ―――――― ※６ 減損損失 

  当社は、当中間会計期間において次の資

産グル－プについて減損損失を計上してお

ります。 

  賃貸資産については収益性が悪化し、今

後、帳簿価格を上回るキャッシュ・フロー

が見込めないため、帳簿価格を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て認識しております。 

 当中間会計期間において計上した減損損

失は4,065千円であり、その内容は、工具

器具備品であります。   

 当該資産グループの回収可能価額は、使

用価値（割引率6.0％）により測定してお

ります。 

 用途 種類  場所  

 賃貸資産  
有形固定資産

（その他） 

東京都 

千代田区  

   

   ―――――― 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

（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） 

―――――― 自己株式の種類および株式数に関する事項 ―――――― 

   自己株式 

株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数（株） 15,811

当中間会計期間増加株式数（株） 100

当中間会計期間減少株式数（株）  －

当中間会計期間末株式数（株）    15,911

 

  （注）自己株式（普通株式）の増加100株は単 

    元未満株式の買取りによる増加であり 

      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） 

（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 

(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期末残高相当

額 

（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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

（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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

工具器具

備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額相当額 88,228  88,228 

減価償却 
累計額相当額 

32,216  32,216 

中間期末残高 
相当額 

56,012  56,012 

 

工具器具

備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額相当額 318,500  318,500 

減価償却 
累計額相当額 

95,014  95,014 

中間期末残高 
相当額 

223,485  223,485 

 

工具器具

備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額相当額 280,876  280,876 

減価償却 
累計額相当額 

62,324  62,324 

期末残高相当額 218,552  218,552 

(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年内       21,664千円

１年超       34,992千円

合計      56,657千円

１年内 67,175千円

１年超      158,296千円

合計    225,471千円

１年内         59,483千円

１年超      160,428千円

合計         219,911千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料       10,698千円

減価償却費相当額       10,343千円

支払利息相当額    475千円

支払リース料     34,110千円

減価償却費相当額       32,804千円

支払利息相当額 1,933千円

支払リース料       41,944千円

減価償却費相当額       40,451千円

支払利息相当額      2,329千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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 

  ―――――― 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

 同左 
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（有価証券関係） 

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）および前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） 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） 

 ―――――― （貸主側） 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計

額、減損損失累計額及び中間期末残高 

（貸主側） 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計

額、減損損失累計額及び期末残高 

 

 

工具器具

備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額 34,808  34,808 

減価償却累計額 13,306  13,306 

中間期末残高 21,501  21,501 

 

工具器具

備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額 18,727  18,727 

減価償却累計額 9,102  9,102 

期末残高 9,625  9,625 

 (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年内        5,817千円

１年超    20,461千円

合計           26,278千円

１年内          2,351千円

１年超         9,050千円

合計          11,402千円

 (3）受取リース料、減価償却費 (3）受取リース料、減価償却費 

 受取リース料   2,449千円

減価償却費       3,935千円

受取リース料         357千円

減価償却費          630千円

 (4）利息相当額の算定方法 

   未経過リース料中間期末残高相当額は、 

  未経過リース料中間期末残高及び見積残存  

   価額の残高の合計額が営業債権中間期末残  

   高等に占める割合が低いため、受取利子込  

   み法により算定しております。 

(4）利息相当額の算定方法 

   未経過リース料期末残高相当額は、未経 

   過リース料期末残高及び見積残存価額の残 

   高の合計額が営業債権期末残高等に占める  

   割合が低いため、受取利子込み法により算  

   定しております。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありま 

せん。 

（減損損失について） 

同左 

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     642.24円

１株当たり 

中間純利益金額       2.97円

１株当たり純資産額   641.73円

１株当たり 

中間純利益金額     0.52円

１株当たり純資産額  644.18円

１株当たり 

当期純利益金額       3.76円

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
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)

中間（当期）純利益 （千円） 53,449 9,291 67,657 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益 （千円）
53,449 9,291 67,657 

普通株式の期中平均株式数 （株） 17,986,553 17,983,735 17,985,545 
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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）、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）および前事業年度（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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７．生産、受注及び販売の状況 

主要製品の種類別としてメディカル関連分野、バイオ関連分野、医療用機器に区分しております。 

(1）生産実績 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３. 前会計年度より種類別区分の見直しを実施したことにともない表示区分を変更したため、前年同期比較に 

あたっては前中間会計期間を変更後の区分に組替えて表示しております。 

(2）仕入実績 

（注）１．金額は実際購入価格によっております。 

    ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３. 前会計年度より種類別区分の見直しを実施したことにともない表示区分を変更したため、前年同期比較に 

あたっては前中間会計期間を変更後の区分に組替えて表示しております。 

(3）受注実績 

 当社は見込み生産を行っているため該当事項はありません。 

種別 

前中間会計期間 当中間会計期間 

前年同期比（％） 
自 平成17年４月 1日
至 平成17年９月30日 

自 平成18年４月 1日
至 平成18年９月30日 

生産高（千円） 生産高（千円） 

メディカル関連分野 1,648,474 1,461,670 88.7 

生化学的検査 192 1,458 759.4 

免疫学的検査 1,369,862 1,295,993 94.6 

血液学的検査 222,729 126,482 56.8 

その他  55,690 37,736 67.8 

バイオ関連分野（研究用分野） 21,627 28,630 132.4 

医療用機器 10,044 12,395 123.4 

合計 1,680,146 1,502,695 89.4 

種別 

前中間会計期間 当中間会計期間 

前年度同期比（％） 
自 平成17年４月 1日
至 平成17年９月30日 

自 平成18年４月 1日
至 平成18年９月30日 

仕入高（千円） 仕入高（千円） 

メディカル関連分野 154,435 213,831 138.5 

生化学的検査 60,369 94,119 155.9 

免疫学的検査 40,381 68,591 169.9 

血液学的検査 31,334 30,083 96.0 

微生物学的検査 6,986 4,238 60.7 

その他 15,364 16,799 109.3 

バイオ関連分野（研究用分野） 275,812 274,164 99.4 

医療用機器 131,769 89,101 67.6 

合計 562,017 577,097 102.7 
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(4）販売実績 

（注）１．前中間会計期間および当中間会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に 

対する割合 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３. 前会計年度より種類別区分の見直しを実施したことにともない表示区分を変更したため、前年同期比較に 

        あたっては前中間会計期間を変更後の区分に組替えて表示しております。  

４. ㈱メディセオホールディングスは前事業年度に㈱パルタックと経営統合し、㈱メディセオ・パルタッック 

ホールディングスと名称変更しております。 

種別 

前中間会計期間 当中間会計期間 

前年同期比（％） 
自 平成17年４月 1日
至 平成17年９月30日 

自 平成18年４月 1日
至 平成18年９月30日 

販売高（千円） 販売高（千円） 

メディカル関連分野 1,852,536 1,728,735 93.3 

生化学的検査 114,102 105,304 92.3 

免疫学的検査 1,414,972 1,351,232 95.5 

血液学的検査 236,767 190,482 80.5 

微生物学的検査 10,454 5,652 54.1 

その他 76,239 76,062 99.8 

バイオ関連分野（研究用分野） 474,679 431,374 90.9 

医療用機器 188,744 171,268 90.7 

合計 2,515,961 2,331,377 92.7 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱メディセオ・パルタ 

ックホールディングス 
451,482 17.9 386,079 16.6 

東邦薬品㈱ 343,806 13.7 351,005 15.1 

アルフレッサ㈱ 346,149 13.8 294,332 12.6 
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