
  

平成 19 年 3 月期   個別中間財務諸表の概要        平成 18 年 11 月 14 日 

上 場 会 社 名         株式会社バイタルネット          上場取引所 東証第一部 
コ ー ド 番 号           9916                            本社所在都道府県 宮城県 
（ＵＲＬ  http://www.vitalnet.co.jp/）                      
代  表  者 役職名 代表取締役兼社長執行役員 氏名 鈴 木  賢 
問合せ先責任者 役職名 財務部長         氏名 高橋 喜春   ＴＥＬ(022)218－6155 
決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 14 日        配当支払開始日   平成 18 年 12 月 12 日 
単元株制度採用の有無 有(１単元  100 株) 
 
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)         （百万円未満切捨） 
(1)経営成績 

 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 

120,192  △ 0.2 
120,385   0.3 

1,168    866.5 
120    30.9 

1,655    190.6 
569      4.4 

18 年 3 月期 241,006          327          1,215          
 
 

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 

734  451.7 
133   39.3 

18  18 
3  41 

18 年 3 月期 680           17  36 
 (注) ①期中平均株式数 18年9月中間期 40,381,201株 17年9月中間期 39,079,071 株 18年3月期 39,186,791 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 

 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 

124,862      
116,263      

36,411      
34,716      

29.2      
29.9      

904  07     
888  59     

18 年 3 月期 119,751      35,934      30.0      889  59     
 (注) ①期末発行済株式数 18年9月中間期 40,274,983 株 17年9月中間期 39,069,633株 18年3月期 40,394,220 株 

②期末自己株式数  18年9月中間期   1,566,554株 17年9月中間期   2,771,904 株 18年3月期   1,447,317 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 244,000   2,400    1,000    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  24 円 83 銭 

 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3月期 6.00 6.00 12.00 

19 年 3 月期(実績) 6.00         - 

19 年 3 月期(予想)         - 6.00 
12.00 

 
※業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業 
 績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関連する事項につきま 
 しては添付資料の 7ページを参照ください。 
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中間財務諸表等 

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(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 ※２ 13,867   20,109   16,865   

２ 受取手形 ※５ 1,455   844   1,474   

３ 売掛金  57,373   57,578   56,511   

４ たな卸資産  9,970   10,030   9,721   

５ 未収入金  5,508   4,164   4,994   

６ その他  442   1,478   442   

貸倒引当金  △173   △121   △105   

 流動資産合計   88,445 76.1  94,085 75.4  89,905 75.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 7,939   7,365   7,543   

(2) 土地 ※２ 10,144   9,961   10,130   

(3) その他  761   1,061   671   

      計  18,845   18,387   18,345   

２ 無形固定資産  1,021   907   914   

３ 投資その他の資産 ※２ 8,574   12,315   11,231   

 貸倒引当金  △623   △833   △645   

      計  7,951   11,482   10,585   

 固定資産合計   27,818 23.9  30,776 24.6  29,845 24.9 

  資産合計   116,263 100.0  124,862 100.0  119,751 100.0 
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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(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※５ 365   431   395   

２ 買掛金 ※2,5 77,715   82,835   79,488   

３ 短期借入金 ※２ 1,000   900   900   

４ 未払法人税等  428   1,397   699   

５ 引当金  352   599   353   

６ その他 ※４ 954   1,483   1,210   

流動負債合計   80,815 69.5  87,646 70.2  83,047 69.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  512   595   551   

２ 役員退職慰労引当金  204   194   204   

３ その他  14   14   13   

固定負債合計   730 0.6  804 0.6  770 0.6 

 負債合計   81,546 70.1  88,450 70.8  83,817 70.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,992 3.5  ― ―  3,992 3.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  3,131   ―   3,131   

資本剰余金合計   3,131 2.7  ― ―  3,131 2.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  477   ―   477   

２ 任意積立金  27,564   ―   27,564   

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 473   ―   782   

利益剰余金合計   28,515 24.5  ― ―  28,824 24.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,172 1.0  ― ―  1,079 0.9 

Ⅴ 自己株式   △2,094 △1.8  ― ―  △1,093 △0.9 

 資本合計   34,716 29.9  ― ―  35,934 30.0 

 負債資本合計   116,263 100.0  ― ―  119,751 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  3,992 3.2  ― ― 

 ２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   3,131   ―   

資本剰余金合計   ― ―  3,131 2.5  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   477   ―   

(2) その他利益剰余金           

    固定資産圧縮積立
金 

 ―   438   ―   

    別途積立金  ―   27,420   ―   

    繰越利益剰余金  ―   980   ―   

利益剰余金合計   ― ―  29,316 23.5  ― ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △1,174 △0.9  ― ― 

株主資本合計   ― ―  35,265 28.3  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金 

  ― ―  1,146 0.9  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  1,146 0.9  ― ― 

純資産合計   ― ―  36,411 29.2  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  124,862 100.0  ― ― 
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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(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   120,385 100.0  120,192 100.0  241,006 100.0 

Ⅱ 売上原価   111,237 92.4  109,840 91.4  223,225 92.6 

売上総利益   9,148 7.6  10,351 8.6  17,780 7.4 

返品調整引当金 
戻入額 

 73   70   73   

返品調整引当金 
繰入額 

 67 △6 △0.0 81 11 0.0 70 △3 △0.0 

差引売上総利益   9,154 7.6  10,340 8.6  17,783 7.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   9,033 7.5  9,171 7.6  17,456 7.2 

営業利益   120 0.1  1,168 1.0  327 0.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  452 0.4  492 0.4  896 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  4 0.0  4 0.0  9 0.0 

経常利益   569 0.5  1,655 1.4  1,215 0.5 

Ⅵ 特別利益 ※３  411 0.3  12 0.0  772 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※4,6  589 0.5  295 0.2  789 0.3 

税引前中間(当期) 
純利益 

  391 0.3  1,372 1.1  1,198 0.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 320   1,319   602   

法人税等調整額  △61 258 0.2 △680 638 0.5 △84 518 0.2 

中間(当期)純利益   133 0.1  734 0.6  680 0.3 

前期繰越利益   340   ―   340  

自己株式処分差損   ―   ―   3  

中間配当額   ―   ―   234  

中間(当期)未処分 
利益 

  473   ―   782  
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③ 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 

固
定
資
産
圧
縮
積
立
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 

評
価
・
換
算
差
額
等
合
計 

純
資
産
合
計 

平成18年３月31日残高

(百万円) 
3,992 3,131 3,131 477 444 27,120 782 28,824 △1,093 34,854 1,079 1,079 35,934 

中間会計期間中の変動 

額 
             

 固定資産圧縮積立金 

 の取崩（注） 
    △6  6 ―  ―   ― 

 別途積立金の積立 

 （注） 
     300 △300 ―  ―   ― 

 剰余金の配当（注）       △242 △242  △242   △242 

 中間純利益       734 734  734   734 

 自己株式の取得         △81 △81   △81 

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額（純額） 

          66 66 66 

中間会計期間中の変動

額合計(百万円) 
― ― ― ― △6 300 198 491 △81 410 66 66 477 

平成18年９月30日残高

(百万円) 
3,992 3,131 3,131 477 438 27,420 980 29,316 △1,174 35,265 1,146 1,146 36,411 

（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 資産の評価基準及
び評価方法 

(1) たな卸資産 
 商品 
 移動平均法による原価法 

(1) たな卸資産 
 商品 

同左 

(1) たな卸資産 
 商品 

同左 
 (2) 有価証券 

 子会社株式及び関連会社
株式 

  移動平均法による原価
法 

 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   中間期末日の市場価

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) 

(2) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   中間期末日の市場価

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) 

(2) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   期末日の市場価格等

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 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物
(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  15年～31年 

(1) 有形固定資産 
同左 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
  定額法 
  ただし、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、市場販売目的の

ソフトウェアについて
は、販売開始後３年以内
の見込販売数量に基づく
償却額と残存有効期間に
基づく均等配分額とを比
較し、いずれか大きい額
を計上しております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、
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) 返品調整引当金 
  販売した商品の返品に

備えるため、将来の返品
に伴う損失見込額を計上
しております。 

(2) 返品調整引当金 
同左 

(2) 返品調整引当金 
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) 

 (3) 賞与引当金 
  従業員の賞与支給に充

てるため、支給見込額に
基づき計上しておりま
す。 

(3) 賞与引当金 
同左 

(3) 賞与引当金 
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。 

  過去勤務債務は、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(10年)による定額法
により費用処理しており
ます。 

  数理計算上の差異は、
各期の発生時における従
業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)
による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の
翌期から費用処理してお
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。 

  過去勤務債務は、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(10年)による定額法
により費用処理しており
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(10年)による定
額法により翌期から費用
処理しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支

払に備えるため、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、内規の規定によ

り平成17年６月に役員退
職慰労金制度を廃止して
おり、内規上の経過措置
から生じる役員退職慰労
金の要支給額のみを計上
しております。 

（追加情報） 
役員退職慰労引当金

は、平成17年５月20日開
催の取締役会において、
平成17年６月に役員退職
慰労金制度を廃止する内
規の改定を決議している
ため、内規上の経過措置
から生じる役員退職慰労
金の要支給額のみを計上
しております。 
この結果、従来の制度

によった場合と比較し
て、販売費及び一般管理
費が3百万円減少するた
め、営業利益、経常利益
及び税引前中間純利益が
それぞれ同額増加してお
ります。 

(5) 役員退職慰労引当金 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

───── 

(5) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計
上しております。 

なお、内規の規定によ
り平成17年６月に役員退
職慰労金制度を廃止して
おり、内規上の経過措置
から生じる役員退職慰労
金の要支給額のみを計上
しております。 

（追加情報） 
役員退職慰労引当金

は、平成17年５月20日開
催の取締役会において、
平成17年６月に役員退職
慰労金制度を廃止する内
規の改定を決議している
ため、内規上の経過措置
から生じる役員退職慰労
金の要支給額のみを計上
しております。 
この結果、従来の制度

によった場合と比較し
て、販売費及び一般管理
費が９百万円減少するた
め、営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益が
それぞれ同額増加してお
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) 

４ 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 

５ 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) 消費税等の会計処理 
  税抜方式によっており

ます。 
(2) 納付税額及び法人税等

調整額 
  中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整
額は、当期において予定
している利益処分による
圧縮積立金取崩しを前提
として、当中間会計期間
に係る金額を計算してお
ります。 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

 
(2) 納付税額及び法人税等

調整額 
同左 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

 
───── 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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363百万円減少して
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。 

───── （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。これにより販売費及
び一般管理費は４百万円減少する
ため、営業利益、経常利益とも同
額増加し、特別損失が363百万円
増加するため、税引前当期純利益
は358百万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。 

───── （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）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、純資産の部の合計
と同額であります。 
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。 

───── 
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追加情報 

 
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) 

───── （株式取得による子会社化） 
当社は、平成18年９月22日開催

の取締役会において、㈱井上誠昌
堂（持分法適用関連会社）の株式
を追加取得して子会社化すること
を決議し、同日、合意書を締結し
ました。 
１．目的 
   両社の経営の効率化 
２．㈱井上誠昌堂の概要 

  (1) 事業内容 医療用医薬品
卸売業 

  (2) 最近事業年度における売
上高 23,263 百万円 

   (3) 株式取得の時期 平成
19 年９月 30 日までに取
得予定 

  (4) その他 株式取得の具体
的な方法等については、
今後、両社協議により決
定する予定 

───── 
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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 有形固定資産の減価償却累計
額は、14,067百万円でありま
す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は、14,325百万円でありま
す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は、13,945百万円でありま
す。 

※２ 担保資産及び対応債務 
(担保に供している資産) 
現金及び預金 370百万円 
(定期預金)  
建物 844百万円 
土地 112百万円 

投資その他の 
資産 

1,333百万円 

(投資有価証券)  
計 2,660百万円 
 

※２ 担保資産及び対応債務 
(担保に供している資産) 
現金及び預金 370百万円 
(定期預金)  
建物 829百万円 
土地 87百万円 

投資その他の 
資産 

1,484百万円 

(投資有価証券)  
計 2,772百万円 
 

※２ 担保資産及び対応債務 
(担保に供している資産) 
現金及び預金 370百万円 
(定期預金)  
建物 814百万円 
土地 112百万円 

投資その他の 
資産 

1,380百万円 

(投資有価証券)  
計 2,677百万円 
 

(対応債務) 
買掛金 21,848百万円 
短期借入金 300百万円 
計 22,148百万円 
 

(対応債務) 
買掛金 23,038百万円 
短期借入金 300百万円 
計 23,338百万円 
 

(対応債務) 
買掛金 22,578百万円 
短期借入金 300百万円 
計 22,878百万円 
 

 ３ 保証債務 
 金融機関等からの借入等に
対し、債務保証を行っており
ます。 

㈱アグロジャパン 1,146百万円 
(仕入債務)  
㈱バイタルエクス
プレス 

208百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルグリー
ン 

114百万円 

(仕入債務)  
㈱ケーエスアール 69百万円 
(金融機関借入金)  
㈱バイタルエクス
ルプレス山形 

56百万円 

(未経過リース料
債務) 

 

㈱バイタルエクス
プレス新潟 

38百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルエクス
プレス秋田 

35百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈲エム・ケイ・ 
メディカル 

30百万円 

(金融機関借入金)  

㈱宮城登米広域介
護サービス 

12百万円 

(金融機関借入金)  
計 1,714百万円 

 

 ３ 保証債務 
 仕入債務等に対し、債務保
証を行っております。 

㈱バイタルヘルス
ケア 

2,590百万円 

(仕入債務)  
㈱アグロジャパン 1,134百万円 
(仕入債務)  
㈱バイタルエクス
プレス 

152百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルグリー
ン 

132百万円 

(仕入債務)  
㈱ケーエスアール 69百万円 
(金融機関借入金)  
㈱バイタルエクス
ルプレス山形 

46百万円 

(未経過リース料
債務) 

 

㈲エム・ケイ・ 
メディカル 

27百万円 

(金融機関借入金)  
㈱バイタルエクス
プレス秋田 

22百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルエクス
プレス新潟 

18百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルケア 14百万円 
(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルヘルス
ケア 

10百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱宮城登米広域介
護サービス 

8百万円 

(金融機関借入金)  
計 4,228百万円 

 

 ３ 保証債務 
 仕入債務等に対し、債務保
証を行っております。 

㈱アグロジャパン 1,059百万円 
(仕入債務)  
㈱バイタルグリー
ン 

217百万円 

(仕入債務)  
㈱バイタルエクス
プレス 

172百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱ケーエスアール 69百万円 
(金融機関借入金)  
㈱バイタルエクス
プレス山形 

51百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈲エム・ケイ・ 
メディカル 

29百万円 

(金融機関借入金)  
㈱バイタルエクス
プレス秋田 

29百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルエクス
プレス新潟 

27百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルケア 14百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱バイタルヘルス
ケア 

13百万円 

(未経過リース料 
債務) 

 

㈱宮城登米広域介
護サービス 

10百万円 

(金融機関借入金)  
計 1,694百万円 
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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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※４ 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、金額的重要
性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示してお
ります。 

※４ 消費税等の取扱い 
同左 

─────── 

─────── 
 

※５ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理 

   中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、満期日に
決済が行われたものとして処理
しております。 

   なお、当中間会計期間末日が
金融機関の休日であったため、
次の中間会計期間末日満期手形
が、中間会計期間末残高から除
かれております。 
受取手形 202百万円 
支払手形 12百万円 

 

─────── 

 
 
 

(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 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 15百万円 
賃貸収入 71百万円 
資料提供収入 291百万円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 24百万円 
賃貸収入 68百万円 
資料提供収入 310百万円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 34百万円 
賃貸収入 143百万円 
資料提供収入 587百万円 

 
※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2百万円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 2百万円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 4百万円 

 
※３ 特別利益のうち主要なもの 

土地売却益 103百万円 
投資有価証券売
却益 

308百万円 
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
土地売却益 10百万円 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
土地売却益 104百万円 
投資有価証券売
却益 

668百万円 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
減損損失 363百万円 
建物売却損 13百万円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
減損損失 161百万円 
関係会社株式評
価損 

105百万円 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
減損損失 363百万円 
旧事務所解体費
用 

175百万円 

建物除却損 69百万円 
 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 340百万円 
無形固定資産 132百万円 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 303百万円 
無形固定資産 105百万円 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 677百万円 
無形固定資産 261百万円 

 
※６ 減損損失 

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し
ております。 
場所 用途 種類 

宇都宮支店
(栃木県宇都
宮市)等事業
所４箇所 

事業用資
産 

土地、建
物及びそ
の他 

古川市北町
土地(宮城県
古川市)等２
箇所 

賃貸用資
産 

土地、建
物及びそ
の他 

魚沼市小出
土地等７箇
所 

遊休資産 
土地及び
その他 

 

※６ 減損損失 
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し
ております。 
場所 用途 種類 

東長岡支店
(新潟県長岡
市)等事業所
６箇所 

事業用資
産 

土地、建
物及びそ
の他 

大崎市北町
土地(宮城県
大崎市)等２
箇所 

賃貸用資
産 

土地及び
建物 

秋田県秋田
市土地等８
箇所 

遊休資産 土地 

 

※６ 減損損失 
当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上し
ております。 
場所 用途 種類 

宇都宮支店
(栃木県宇都
宮市)等事業
所４箇所 

事業用資
産 

土地、建
物及びそ
の他 

大崎市北町
土地(宮城県
大崎市)等２
箇所 

賃貸用資
産 

土地、建
物及びそ
の他 

魚沼市小出
土地等７箇
所 

遊休資産 
土地及び
その他 
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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) 
当社は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位
として、事業用資産につい
ては支店単位、また、賃貸
用資産及び遊休資産につい
ては各物件を個別の資産グ
ループとしております。 

これらの資産グループの
うち、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスで
ある事業用資産及び賃貸用
資産、近年の地価下落等に
より土地価格が著しく下落
している遊休資産につい
て、当該資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失(363
百万円)として特別損失に計
上しました。その内訳は、
建物27百万円、土地322百万
円及びその他13百万円であ
ります。 
なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、正
味売却価額は、主として不
動産鑑定士による不動産鑑
定評価額、重要性の乏しい
物件については路線価によ
る相続税評価額又は固定資
産税評価額に合理的調整を
行って算出した金額を使用
しております。 

当社は、キャッシュ・フ
ローを生み出す最小の単位
として、事業用資産につい
ては支店単位、また、賃貸
用資産及び遊休資産につい
ては各物件を個別の資産グ
ループとしております。 

これらの資産グループの
うち、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスで
ある事業用資産及び賃貸用
資産、近年の地価下落等に
より土地価格が著しく下落
している遊休資産につい
て、当該資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失(161
百万円)として特別損失に計
上しました。その内訳は、
建物27百万円、土地128百万
円及びその他５百万円であ
ります。 
なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、正
味売却価額は、主として不
動産鑑定士による不動産鑑
定評価額、重要性の乏しい
物件については路線価によ
る相続税評価額又は固定資
産税評価額に合理的調整を
行って算出した金額を使用
しております。 

当社は、キャッシュ・フ
ローを生み出す最小の単位
として、事業用資産につい
ては支店単位、また、賃貸
用資産及び遊休資産につい
ては各物件を個別の資産グ
ループとしております。 

これらの資産グループの
うち、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスで
ある事業用資産及び賃貸用
資産、近年の地価下落等に
より土地価格が著しく下落
している遊休資産につい
て、当該資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失(363
百万円)として特別損失に計
上しました。その内訳は、
建物27百万円、土地322百万
円及びその他13百万円であ
ります。 

なお、当資産グループの
回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、正
味売却価額は、主として不
動産鑑定士による不動産鑑
定評価額、重要性の乏しい
物件については路線価によ
る相続税評価額又は固定資
産税評価額に合理的調整を
行って算出した金額を使用
しております。 

 
 

(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） 

  自己株式     

普通株式 1,447 119 ― 1,566 

   合 計 1,447 119 ― 1,566 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加119千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株及び平成

18年８月21日開催の取締役会決議による取得118千株であります。 

 

 

  (リース取引関係) 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
(有価証券関係) 

    前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 




