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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 59,676 8.5 1,676 2.8 1,741 8.6 934 △1.8

18年３月期 54,986 11.4 1,630 23.4 1,603 33.9 951 54.4

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 150 71 148 73 10.0 6.2 2.8

18年３月期 151 50 149 52 11.1 5.9 3.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 31百万円 18年３月期 △18 百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 28,316 9,671 34.1 1,551 75

18年３月期 27,582 9,134 33.1 1,471 73

（参考）自己資本 19年３月期 9,645百万円 18年３月期 9,134百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 552 △375 △263 2,208

18年３月期 1,271 △284 △1,337 2,294

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 10 00 15 00 25 00 154 16.6 1.7

18年３月期 10 00 15 00 25 00 137 16.5 1.8

20年３月期
（予想） 20 00 30 00 50 00 － 22.1 －

（注）　平成20年３月期（予想）　期末配当金の内訳　記念配当　10円

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 31,695 12.9 754 278.9 697 209.8 397 285.4 63 87

通期 64,714 8.4 2,522 50.5 2,480 42.4 1,407 50.6 226 35

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、23ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 6,910,978株 18年３月期 6,889,778株

②　期末自己株式数 19年３月期 694,971株 18年３月期 694,821株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 52,129 9.1 1,038 21.0 1,232 33.5 809 6.6

18年３月期 47,775 10.5 858 25.8 923 55.8 759 53.3

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

円 銭 円 銭

19年３月期 130 49 128 78

18年３月期 120 34 118 77

(2）個別財政状態

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

19年３月期 26,267 8,907 33.9 1,433 07

18年３月期 25,781 8,521 33.1 1,372 84

（参考）自己資本 19年３月期 8,907百万円 18年３月期 8,521百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

 
平成18年３月期

（百万円）

利益率

（％）

平成19年３月期

（百万円）

利益率

（％）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

 売上高 54,986  59,676  4,689 8.5

  薬局関連事業 34,841  38,495  3,653 10.5

  レンタル関連事業 6,999  6,884  △114 △1.6

  リース・割賦関連事業 10,181  10,840  658 6.5

  その他の事業 2,964  3,455  491 16.6

 営業利益 1,630 3.0 1,676 2.8 45 2.8

  薬局関連事業 3,252 9.3 2,931 7.6 △320 △9.9

  レンタル関連事業 234 3.3 324 4.7 90 38.7

  リース・割賦関連事業 △357 △3.5 △331 △3.1 26 －

  その他の事業 116 2.9 445 9.5 328 282.4

  消去又は全社 △1,614 － △1,694 － △79 －

 経常利益 1,603 2.9 1,741 2.9 138 8.6

 税金等調整前純利益 1,479 2.7 1,748 2.9 268 18.2

 当期純利益 951 1.7 934 1.6 △17 △1.8

　当期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の経営成績は、薬局関連事業の売上が増加

し、売上高は59,676百万円と前期に比べ4,689百万円（8.5％）増収となりました。利益面では、薬

価改定の影響が大きいものの、ＤtoＤが大幅に拡大し、営業利益1,676百万円と前期に比べ45百万

円（2.8％）、経常利益1,741百万円と前期に比べ138百万円（8.6％）増益になりました。当期純利

益は、前期の法人税等還付税額214百万円がなくなり934百万円と前期に比べ17百万円（1.8％）減

益となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。

Ａ．薬局関連事業

　当期に調剤薬局を18店舗出店、１店舗閉鎖しました。この結果、当期末の調剤薬局直営店は238

店舗となりました。

　売上高は、当期の新規出店による増収と、前期に出店した21店の当期フル寄与で、38,495百万

円と前期に比べ3,653百万円（10.5％）増収となりましたが、利益面では、平成18年４月の薬価

改定の影響で、営業利益2,931百万円と前期に比べ320百万円（9.9％）減益となりました。

Ｂ．レンタル関連事業

　レンタルにつきましては、外部環境への早期対応と入院患者さんの利便性を追求した付加価値

商品の開発を行うとともに、収益管理の徹底を図りました。

　この結果、売上高は6,884百万円と前期に比べ114百万円（1.6％）減収となりましたが、利益

面では、販管費の改善もあり、営業利益は324百万円と前期に比べ90百万円（38.7％）増益とな

りました。
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Ｃ．リース・割賦関連事業

　リース・割賦に係る契約高は、ＤtoＤからの開業案件も増え、9,730百万円（前期比4.0％増）

となりました。

　この結果、売上高は10,840百万円と前期に比べ658百万円（6.5％）増収となり、利益面では、

営業損失が前期に比べ26百万円減少し331百万円となりました。

Ｄ．その他の事業

　ＤtoＤについては、当社が運営する勤務医向け専用サイト「ＤtoＤコンシェルジュ」の拡充と

医療専門サイトの運営会社との連携などを行い、転職・開業希望の勤務医の登録数増加を図りま

した。この結果、当期末の勤務医の登録数は、5,374人（前期末比1,356人増）となりました。ま

た、ＤtoＤの実績件数は、医師の転職支援が513件（前期末比227件増）、開業支援が261件（同

74件増）となりました。

　収益面では、コンサルティングの売上高が、ＤtoＤによる医師の人材紹介手数料などの増加で

1,309百万円（前期比47.5％増）となりました。また、医療施設の設計・施工に係る売上高は1,371

百万円（前期比3.7％減）となりました。

　以上の結果、売上高はＤtoＤの拡大で3,455百万円（前期比16.6％増）となり、営業利益は445

百万円（前期比282.4％増）と大幅に増加しました。

② 次期の見通し

平成20年３月期の連結業績予想は、下表のとおりです。

 
平成19年３月期

（百万円）

平成20年３月期

（百万円）
増減額（百万円） 増減率（％）

 売上高 59,676 64,714 5,038 8.4

  薬局関連事業 38,495 41,447 2,952 7.7

  レンタル関連事業 6,884 6,603 △281 △4.1

  リース・割賦関連事業 10,840 10,679 △161 △1.5

  その他の事業 3,455 5,982 2,527 73.1

 営業利益 1,676 2,522 846 50.5

 経常利益 1,741 2,480 739 42.4

 当期純利益 934 1,407 473 50.6

 １株当たり当期純利益 150.71 226.35 － －

　事業の種類別セグメントの売上高は、薬局関連事業が出店による増収効果で41,447百万円（前期

比7.7％増）、レンタル関連事業が6,603百万円（前期比4.1％減）、リース・割賦関連事業が、Ｄ

toＤによる開業案件や提案型案件の取り組みにより10,679百万円（前期比1.5％減）、その他の事

業が、ＤtoＤのさらなる拡大により、医師の人材紹介手数料、開業支援コンサルティングの増加な

どで、5,982百万円（前期比73.1％増）を見込んでおります。

収益面では、ＤtoＤの増加により営業利益は2,522百万円（前期比50.5％増）、経常利益は2,480百

万円（前期比42.4％増）、当期純利益は1,407百万円（前期比50.6％増）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

 平成19年３月期末の総資産は、734百万円（2.7％）増加の28,316百万円となりました。うち流動

資産は、1,232百万円（7.8％）増加の16,965百万円となりました。これは、主として受取手形及び

売掛金が1,328百万円（16.6％）増加の9,329百万円となったことによるものであります。

　有形固定資産は、50百万円（0.7％）増加の7,049百万円となりました。これは、調剤薬局の店舗

増加に伴い社用資産は97百万円（1.8％）増加の5,575百万円となりましたが、リース資産、レンタ

ル資産の賃貸資産が46百万円（3.1％）減少の1,473百万円となったことによるものであります。

　無形固定資産は、177百万円（35.8％）減少の319百万円となりました。これは、のれんの償却に

よるものであります。

　投資その他の資産は、371百万円（8.5％）減少の3,982百万円となりました。これは、主として

投資有価証券が497百万円（19.4％）減少の2,072百万円となったことによるものであります。

　平成19年３月期末の負債合計は、216百万円（1.2％）増加の18,644百万円となりました。うち流

動負債は、406百万円（2.6％）減少の15,090百万円となりました。これは、主として短期借入金が

570百万円（21.6％）減少の2,070百万円となったことによるものであります。

　固定負債は、622百万円（21.2％）増加の3,554百万円となりました。これは、主として長期借入

金が537百万円（23.6％）増加の2,812百万円となったことによるものであります。

　平成19年３月期末の純資産は、537百万円（5.9％）増加の9,671百万円となりました。これは、

主として利益剰余金が762百万円（16.1％）増加の5,508百万円となったことによるものであります。

　以上の結果、自己資本比率は、平成18年３月期の33.1％から34.1％へ上昇しております。一方、

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）は、平成18年３月期の11.1％から10.0％へ低下しております。流

動比率は、平成18年３月期の101.5％から112.4％へ上昇しております。固定長期適合比率は、平成

18年３月期の98.2％から86.0％へ低下しております。有利子負債比率は、平成18年３月期の23.1％

から22.0％へ低下しております。Ｄ／Ｅレシオは、平成18年３月期の0.7倍から0.6倍へ低下してお

ります。

② キャッシュ・フローの状況

 当期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,208百万円と前期

末に比べ85百万円（3.7％）減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで、以下同じ）における営業活動による資金の

増加は、552百万円（前期比56.5％減）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益

を1,748百万円、減価償却費を1,022百万円計上し、売上債権の増加により資金が1,328百万円、法

人税等の支払いにより資金が787百万円減少し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）

 当期における投資活動による資金の減少は、375百万円（前期比32.0％増）となりました。これは

主として、調剤薬局出店に伴う店舗用建物などの取得による支出566百万円と投資有価証券の売却

のよる収入294百万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）

 当期における財務活動による資金の減少は、263百万円（前期比80.3％減）となりました。これは

主として、長期借入れ2,100百万円、長期借入の返済1,652百万円、短期借入金の純減少額570百万

円によるものであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、効率的な経営による収益力の向上と企業体質の強化に努め、収益状況等を勘案しながら安

定した配当を継続することにより、株主への利益還元に努めることを基本方針としております。これ

まで配当性向（連結）として15％～20％としていましたが、株主の皆様への利益還元姿勢をより強め

ていくため、次期から配当性向（連結）として20％～30％を目標といたします。

　また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を高め、中長期的に当社株

式を保有していただける株主様の増加促進を図ることを目的に、平成19年3月に株主優待制度を新設

いたしました。株主優待制度の内容については、株主の皆様との対話を深めながら、制度の充実と改

善に取り組んでまいりたいと考えております。

　このような方針に基づき、当期の期末配当金につきましては１株当たり15円とし、中間配当１株当

たり10円と合わせ、当期の１株当たり配当金は25円、配当性向は16.6％となります。

　なお、当期の内部留保金につきましては、薬局店舗新設のための設備投資資金等に充当する計画で

あり、有効に活用して事業の拡大に努めていく方針であります。

　また、次期の配当は、前期と比べ倍額の50円（中間20円、期末30円）を予定しております（期末の

30円には創立30年記念配当10円が含まれています）。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態および株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①　薬局関連事業について

Ａ．医薬分業と調剤薬局事業の関係について

　患者の診断・治療は医療機関の医師が、薬の調剤は調剤薬局の薬剤師が行うことで、医療機関

と調剤薬局がそれぞれの専門分野で業務を分担し、患者により安全で良質な薬物療法を提供する

医療上の制度を医薬分業と言います。医薬分業率の上昇は、新規出店等の店舗展開に影響があり、

今後、医薬分業が進展しない場合や、医薬分業が進展する事を前提とした計画通りの出店ができ

ない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｂ．調剤薬局事業の法規制について

　当社グループの調剤事業を行うに当たり、各都道府県知事に「薬局開設許可」および「保険薬

局指定」を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされていま

す。万一、法令違反等により、当該店舗の営業停止または取消を受けることとなった場合には、

薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｃ．薬価基準の改正、調剤報酬改定について

　薬局関連事業の調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っています。薬

剤に係る収入は、薬価基準として厚生労働大臣の告示によってその公定価格が定められており、

調剤技術に係る収入も、厚生労働大臣の告示によって調剤報酬点数表により定められております。

今後、薬価基準の改正、調剤報酬改定が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更になった場

合、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｄ．調剤過誤について

　当社グループは、研修等を通じ薬剤師の調剤技術や薬剤知識の向上に取組み、調剤過誤の防止

のために複数チェック体制により調剤を行っております。また、万一に備え全店舗において薬剤

師賠償責任保険に加入しております。しかし、重大な調剤過誤が発生した場合には、社会的信用

の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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Ｅ．消費税等の影響について

　調剤売上は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入とな

るため、当社グループが医薬品等の仕入先に対し支払った消費税等は、消費税等として調剤売上

原価の経費に計上しております。過去の消費税の導入および消費税率改定時には、消費税率の上

昇分が薬価改定幅に考慮され、また当社も仕入先との価格交渉に際しては、消費税率の上昇分を

考慮して交渉を進めてきました。しかし今後、消費税率が改定され、その影響が薬価あるいは仕

入価格に反映されない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｆ．薬剤師の確保と出店計画

　調剤薬局事業は、薬事法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務づけられ

ており、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。当社

グループはすべての店舗において薬事法による薬剤師の配置の基準を満たしております。また、

当社グループは、新規出店計画に基づき薬剤師の採用計画を作成の上、採用活動を行い、定期採

用を基本としながらこれを通期採用で補完していくことで、薬剤師の十分な確保ができており、

新規出店計画に支障を来したことはありません。しかし、今後、薬剤師を十分に確保できない場

合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。一方で、出店計画が遅れること

により、薬剤師の採用が先行し、一時的に薬剤師に余剰が生じる（先行人件費として費用負担増

になる）場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　レンタル関連事業について

Ａ．レンタルについて

　当社のレンタル関連事業におけるレンタル取引は、レンタル設置契約に基づきテレビ等を医療

機関に設置し、利用者（患者）が使用料を負担しテレビ等を利用できるシステムであります。当

該レンタル取引に係る売上高（レンタル料収入）は、テレビの設置台数およびテレビ１台当たり

のレンタル料収入により変動いたします。現状ではテレビの設置台数に影響を及ぼす病床（ベッ

ド）数が減少傾向にあります。また、１台当たりのレンタル料収入は、ベッドの稼働率、患者の

視聴時間の変動による影響を受けます。

Ｂ．技術の進歩等への対応

　技術の進歩により、テレビの種類もこれまでの主流であったブラウン管テレビから、液晶ディ

スプレイ、プラズマディスプレイなどのテレビへ移行しています。また放送も、アナログ方式か

らデジタル方式への切り替えが進んでおります。地上デジタルテレビ放送の実施が段階的に進め

られており、平成23年７月には地上デジタルテレビ放送に完全移行し、現在の地上アナログテレ

ビ放送の終了が予定されています。このような技術の進歩等に対応することになった場合、商品

開発等で新たなビジネスチャンスの拡大に繋がる可能性もありますが、既存設備の陳腐化と追加

投資によりレンタル関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｃ．消費税等の影響について

　今後、消費税率が改定され、それが利用者（患者）に対するレンタルテレビの使用料に反映で

きない場合、またはコスト削減によりこれを吸収できない場合には、レンタル関連事業の業績に

影響を及ぼす可能性があります。
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Ｄ．レンタル物件のオンバランス化

　当社がレンタルしているテレビなどのレンタル物件は、基本的にリース契約により調達してお

り、現行のリース会計基準の下で、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸

借取引に準じた会計処理（以下、オフバランス処理）をしています。現行のリース会計基準の変

更が、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度および事業年度から適用されます（早期適用可

能）。この会計基準の変更により、オフバランス処理が廃止されることになります。変更後は、

売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、リース物件とこれに係る債務をリース資産および

リース債務として貸借対照表に計上する必要があります。改正リース会計基準の適用後は、現在

オフバランスとなっている当該レンタル資産がオンバランスとなり、財政状態に大きな変動を及

ぼします。

③　リース・割賦関連事業について

Ａ．金利の動向について

　リース・割賦関連事業の事業環境は、超低金利政策の下での同業他社とのリース料率競争が激

しくなっております。リース・割賦関連の成約高、採算（利鞘）は金利の動向に影響を受ける傾

向があります。

Ｂ．商品売上について

　当社は、資金回収の効率化を図るため、近年、原則として期中に獲得した契約上の対象物件を

すべて売却し、商品売上として計上しております。当社の商品売上取引は、当社がユーザーとの

間でリース契約（または割賦販売契約）した物件を他のリース会社に売却するものであります。

当社は、ユーザーから債権の代行回収を行い、その回収額をリース会社へ支払います。当社に

とっては、サプライヤーからの物件購入額とリース会社に対する物件売却額との差額が当社の利

益となります。商品売上が拡大した場合、未経過リース契約債権と割賦債権が減少し、リース料

収入、割賦売上は減少します。

Ｃ．リース会計基準およびリース税制の変更について

　現行のリース会計基準の変更が、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度および事業年度か

ら適用されます（早期適用可能）。またリース税制についても、リース関連規定の改正が行われ、

所有権移転外ファイナンス・リースは売買取引とみなされ、リース資産の償却方法はリース期間

定額法とするなど、法人税等の整備がなされています。改正リース会計基準の適用後は、資産計

上が不要で毎月一定のリース料を費用処理（税務上の損金処理）するだけの簡便的な賃貸借処理

のメリットが減じることから、リース取引が減少する可能性があります。ただし、少額等のリー

スについては、会計・税務ともに従前と同様の取扱いができることになっています。リース会計

基準やリース税制の変更は、リース・割賦関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　ＤtoＤの推進について

　当社の医業継承・医療連携・医師転職支援システムであるＤtoＤ（Ｄoctor to Ｄoctor）は、開

業・転職を希望の勤務医、継承者を探している開業医、優良な医師と医療連携先を確保したい医療

機関の三者間を総合的に支援していく課題解決システムです。ＤtoＤに係る収益としては、医師転

職支援に基づく紹介手数料、継承開業支援に基づくコンサルティング手数料、継承物件の仲介手数

料、継承施設のリフォームなど直接的な効果だけでなく、ＤtoＤにより支援した先との複合取引に

よるシナジー効果を得ることで、営業面での生産性向上、収益性向上を図るものです。ＤtoＤは平

成13年10月から開始し、ＤtoＤシステムへの勤務医、開業医、医療機関の登録数拡大に伴い、Ｄto

Ｄの実績も着実に増加しています。当社は基本的戦略であるＤtoＤ戦略をさらに推進・強化し、複

合取引を拡大させる予定ですが、今後ＤtoＤを推進するに当たり、ＤtoＤが計画どおりに進展しな

い場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑤　個人情報の保護について

　当社グループの各事業においては、個人情報保護法に定められた個人情報を取扱っております。

当社グループは個人情報の漏洩防止に努めていますが、万一、個人情報が漏洩した場合には、社会

的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社および当社の関係会社（連結子会社８社、持分法適用関連会社２社）の主たる事業は、医療機

関を対象とした経営サポート業であり、医業経営において「経営効率化」と「医療サービス向上」の

両立を図るための総合的な医業経営マネージメントに対する社会的ニーズに応えるべく、「よい医療

は、よい経営から」をコンセプトに医業経営全般に亘るトータルサポートを行っております。

 

　事業の系統図は、以下のとおりであります。

 

コンサルティング活動

業務面での効率化

ソリューションの提供

総合メディカル㈱

財務面での効率化

人材面での効率化

総 合 的 経 営
マネージメント

薬局関連事業

レンタル関連事業

リース・割賦関連事業

その他の事業

 総合メディカル・
 ファーマシー中部㈱※1

医
療
機
関

ホ
テ
ル

「
「

「

経
営
効
率
化
ニ
｜
ズ医

療
機
関

医
療
サ
｜
ビ
ス
向
上
ニ
｜
ズ

「

テレビのレンタル総合メディアサプライ㈱  ※1

医療施設の
企画・設計・施工

㈱ソム・テック　　　※1

人材紹介、人材派遣総合メディプロ㈱ 　　※1

人材紹介、人材派遣
治験サポート、教育研修

㈱メッドライン　　※2

病院内の売店経営総合ヘルスケアサービス㈱ ※1

医療機関の
経営支援サービス

㈱エス・エム・イー  ※1

治験業務の支援総合ＳＭＯ㈱　　　　※1

㈱ＭＩＣメディカル   ※2
医療機器・医薬品の
臨床開発支援

疾病予防管理の受託㈱メディクオール　　※1

㈱アワーズ 　　　　※3

医療福祉機器販売
医療機関等の紹介

調剤薬局
店舗の
企画・設
計・施工

社員採用業務受託・再就職支援

　（注）※１．連結子会社

※２．持分法適用関連会社

※３．持分法非適用関連会社
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３．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、創業以来、「医療機関の社会的使命を支え、よりよい社会づくりに貢献する」ことを

理念として事業を展開してまいりました。医療機関の社会的使命は、患者の視点に立った良質の

医療を提供することであります。当社は、「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、医療

機関の良きパートナーとしてよい医療の実現を支援していくことを役割としております。

　当社は、経営理念である社是・社訓と行動規準である「わたしたちの誓い」をすべての役員・

従業員が確実に実践していくことを経営の基本方針としております。この積み重ねにより、当社

は、よりよい社会づくりに貢献し、社会から評価される企業、存在意義のある企業になることを

目指しております。

(2）中長期的な経営戦略

Ａ．最終目的

　国民が効率的に、質の高い医療を受けることができる医療システム構築に寄与する。

Ｂ．長期ビジョン（2011年３月期まで）

・地域社会が効率的で安全・安心できる医療提供体制の構築を支援します。

・勤務医・開業医・医療機関それぞれの志をつなぎ、思いを実現する総合企業へ。

Ｃ．中期経営計画（2008年３月期まで）

　当社グループは、2005年から３年間にわたる中期経営計画 Value Up 2008（チャレンジ 3030）

により、ＤtoＤを進化させ、「感動・安心・信頼」をキーワードに新たなる企業価値を創造し、

2008年３月までの３年以内に次の３年先がみえる会社にします。2011年３月期には、「ＤtoＤによ

るオンリーワンからすべての事業においてナンバーワン」を目指します。

(a）基本方針

　中期経営計画を達成するための重点課題として、お客様第一主義の視点にたち、潜在的なニー

ズを的確に捉えながら、外部環境の変化に柔軟に対応し、先見性の高いサービスを提供するこ

とを目標とします。

　財務面では、現在、薬局関連事業にかたよっている収益構造を早期に見直し、将来にわたっ

て強い経営体質、財務体質にするため各事業のバランスを図っていきます。そのためにも、既

存事業に内在している課題を解決し、収益基盤をより強固なものとします。

　運営面では、引き続き経営の透明性向上に努めるとともに、ＣＳＲ（企業の社会的責任）に

対応した体制や内部統制システムの整備強化を図ります。また、人材育成のための具体的プロ

グラムとして、役割ミッションを明確にし、個人の成長がみえる新人事制度を定着化させます。

　事業戦略においては、基本戦略であるＤtoＤ戦略を着実に推進し、医師や医療機関との強い

信頼関係をつくり、医療機関の医療連携支援システムを構築して、複合取引の拡大へつなげま

す。

　事業別課題は以下のとおりです。

・薬局関連事業では、価値ある薬局として、患者さんや医療機関のために存在し地域社会に貢

献する薬局、社会の変化に対応して価値を創造し続ける薬局を目指します。

・レンタル関連事業では、外部環境への早期対応やお客様の利便性を追求した付加価値商品の

開発により収益改善を行います。

・リース・割賦関連事業は、ＤtoＤによる開業支援案件の拡大と、新たな提案型商品の開発を

行います。

・コンサルティング事業では、サクシードメンバーズ（会員制度）の付加価値を高め顧客満足

度をさらに引き上げるとともに、ＤtoＤによる医師紹介・開業支援や医療連携と関連づけ、

医療機関の経営改善をコンサルティングすることにより、複合取引の推進を行います。また、

クリニックモールなどの新たな医療空間の創造を推進します。
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　以上、当社は、社員一人ひとりが誇りと高い使命感を持ち、ＤtoＤの推進を通じて、勤務医・

開業医・医療機関それぞれの志をつなぐとともに、価値ある薬局を創造し、地域社会が求める

質が高く、安全・安心できる医療供給体制の構築を支援してまいります。

(b）経営戦略

・ＤtoＤの推進（登録数の拡大、品質の維持・向上、採算性の向上、パートナーシップの拡大）

・経営体質の強化（経営指標の明確化、財務体質の強化）

・経営資源の効率的運用（事業戦略の具体化、エリア戦略の明確化、人材育成）

・経営、執行責任の明確化（担当役員制導入、執行役員の役割ミッションの明確化）

(c）中期の業績目標（連結）

2006年３月期 2007年３月期 2008年３月期

経常利益 12億円以上 14億円以上 19億円以上

　経常利益の進捗状況

14
12

19

17.4
16.0

10

15

20

25

2006/3 2007/3 2008/3

（億円）

目標

実績

(d）中期の経営指標の目標（連結）

　企業価値の向上と財務体質の強化を図り、経営指標として自己資本利益率（ＲＯＥ）を設定

し、2008年３月期までに自己資本利益率（ＲＯＥ）10％以上を目指します。

　自己資本利益率（ＲＯＥ）の進捗状況

10.0

11.1

10.0

8

9

10

11

12

2006/3 2007/3 2008/3

（％）

目標

実績
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４．連結財務諸表

(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  2,294   2,208   

２　受取手形及び売掛金  8,001   9,329   

３　割賦債権  618   498   

４　たな卸資産  2,596   3,323   

５　繰延税金資産  777   693   

６　その他  1,468   924   

７　貸倒引当金  △24   △13   

流動資産合計   15,732 57.0  16,965 59.9
Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  1,208   1,176   

２　レンタル資産  311   297   

賃貸資産合計   1,520   1,473  

(イ）社用資産        

１　建物及び構築物  3,442   3,617   

２　土地  1,641   1,774   

３　建設仮勘定  291   67   

４　その他  103   115   

社用資産合計   5,478   5,575  

有形固定資産合計   6,998 25.4  7,049 24.9
(2）無形固定資産        

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  108   106   

２　レンタル資産  26   24   

賃貸資産合計   134   130  

(イ）社用資産        

１　営業権  136   －   

２　のれん  －   132   

３　連結調整勘定  170   －   

４　その他  55   55   

社用資産合計   362   188  

無形固定資産合計   497 1.8  319 1.1
(3）投資その他の資産        

１　投資有価証券 ※２ 2,570   2,072   

２　長期貸付金  15   12   

３　繰延税金資産  61   201   

４　敷金及び保証金  1,387   1,497   

５　その他  324   204   

６　貸倒引当金  △5   △6   

投資その他の資産合計   4,354 15.8  3,982 14.1
固定資産合計   11,850 43.0  11,351 40.1

資産合計   27,582 100.0  28,316 100.0
        

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金  8,415   8,781   

２　短期借入金  2,640   2,070   

３　一年以内返済予定の
    長期借入金

 1,447   1,357   

４　未払法人税等  393   302   

５　割賦未実現利益  54   44   

６　未払費用  1,676   1,498   

７　その他  869   1,035   

流動負債合計   15,496 56.2  15,090 53.3
Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金  2,275   2,812   

２　役員退職慰労引当金  172   －   

３　その他  484   742   

固定負債合計   2,931 10.6  3,554 12.5
負債合計   18,428 66.8  18,644 65.8

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   20 0.1  － －
        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  2,559 9.3  － －
Ⅱ　資本剰余金   2,701 9.8  － －
Ⅲ　利益剰余金   4,745 17.2  － －
Ⅳ　その他有価証券評価差額金   642 2.3  － －
Ⅴ　自己株式 ※５  △1,515 △5.5  － －

資本合計   9,134 33.1  － －
負債、少数株主持分
及び資本合計

  27,582 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  －   2,567   
２　資本剰余金  －   2,708   
３　利益剰余金  －   5,508   
４　自己株式  －   △1,515   

　　株主資本合計   － －  9,268 32.8
Ⅱ　評価・換算差額等        
１　その他有価証券評価差額金  －   376   

　　評価・換算差額等合計   － －  376 1.3
Ⅲ　少数株主持分   － －  26 0.1

純資産合計   － －  9,671 34.2

負債純資産合計   － －  28,316 100.0

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   54,986 100.0  59,676 100.0

Ⅱ　売上原価   46,929 85.3  51,418 86.2

売上総利益   8,057 14.7  8,257 13.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  6,426 11.7  6,581 11.0

営業利益   1,630 3.0  1,676 2.8

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  2   2   

２　受取配当金  22   19   

３　持分法による投資利益  －   31   

４　生命保険配当金  17   40   

５　受取賃貸料  26   25   

６　その他  95 164 0.3 63 182 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  75   78   

２　たな卸資産評価損  34   －   

３　固定資産売却損  4   －   

４　固定資産除却損  22   13   

５　持分法による投資損失  18   －   

６　敷金及び保証金解約損  9   －   

７　その他  26 191 0.4 24 116 0.2

経常利益   1,603 2.9  1,741 2.9

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  428   191   

２　退職給付引当金取崩益  16 445 0.8 － 191 0.3

Ⅶ　特別損失        

１　減損損失 ※２ 569 569 1.0 185 185 0.3

税金等調整前当期純利益   1,479 2.7  1,748 2.9

法人税、住民税及び事業税  783   684   

法人税等還付税額  214   －   

法人税等調整額  △14 554 1.0 123 807 1.3

少数株主損益   △27 △0.0  6 0.0

当期純利益   951 1.7  934 1.6
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,666

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　新株予約権行使による　
新株発行

 35  

２　自己株式処分差益  0 35

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,701

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,932

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  951 951

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  137 137

Ⅳ　利益剰余金期末残高   4,745

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,559 2,701 4,745 △1,515 8,491 642 20 9,154

連結会計年度中の変動額

新株の発行 7 7   14   14

剰余金の配当（注）   △92  △92   △92

剰余金の配当   △61  △61   △61

役員賞与（注）   △17  △17   △17

当期純利益   934  934   934

自己株式の取得    △0 △0   △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     △265 6 △259

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
7 7 762 △0 777 △265 6 517

平成19年３月31日　残高

（百万円）
2,567 2,708 5,508 △1,515 9,268 376 26 9,671

（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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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  1,479 1,748

２　減価償却費  1,169 1,022

３　減損損失  569 185

４　のれん償却額  － 170

５　連結調整勘定償却額  170 －

６　引当金の増減額（減少：△）  △37 △183

７　受取利息及び受取配当金  △25 △22

８　資金原価及び支払利息  82 84

９　売上債権の増減額（増加：△）  △1,490 △1,328

10　割賦債権の純増減額（増加：△）  147 110

11　たな卸資産の増減額（増加：△）  △457 △726

12　賃貸資産の購入額  △746 △542

13　賃貸資産の売却等  33 36

14　仕入債務の増減額（減少：△）  1,569 365

15　その他の資産及び負債の増減額  △277 647

16　その他  △263 △162

小計  1,924 1,403

17　利息及び配当金の受取額  24 22

18　利息の支払額  △75 △86

19　法人税等の支払額  △816 △787

20　法人税等の還付額  214 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,271 552

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信
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前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　社用資産の取得による支出  △745 △566

２　社用資産の売却による収入  155 －

３　投資有価証券の取得による支出  △313 △67

４　投資有価証券の売却による収入  615 294

５　貸付金の回収による収入  161 3

６　その他  △158 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー  △284 △375

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（減少：△）  1,630 △570

２　長期借入れによる収入  700 2,100

３　長期借入金の返済による支出  △3,600 △1,652

４　株式の発行による収入  70 14

５　配当金の支払額  △137 △154

６　自己株式の取得による支出  △0 △0

７　その他  0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,337 △263

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △350 △85

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,644 2,294

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,294 2,208
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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

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

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。 同左

連結子会社の数　８社

株式会社ソム・テック

総合ヘルスケアサービス株式会社

総合メディカル・ファーマシー中部株式

会社

総合メディアサプライ株式会社

総合メディプロ株式会社

株式会社エス・エム・イー

総合ＳＭＯ株式会社

株式会社メディクオール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　持分法の適用に関する事

項

Ａ 持分法適用の関連会社数　２社

株式会社メッドライン

株式会社ＭＩＣメディカル

医療産業株式会社は、平成18年２月１

日付けをもって株式会社ＭＩＣメディ

カルへ商号変更しました。

Ｂ 持分法を適用していない関連会社（株

式会社アワーズ）は、当期純損益（持

分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

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

範囲から除外しております。

Ａ 持分法適用の関連会社数　２社

株式会社メッドライン

株式会社ＭＩＣメディカル

 

 

 

Ｂ 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は

一致しております。

同左

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

Ａ　有価証券

(a）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）であります。

Ａ　有価証券

(a）満期保有目的の債券

同左

(b）その他有価証券

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）その他有価証券

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。
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項目
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

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。

時価のないもの

同左

 

Ｂ　たな卸資産

主として先入先出法による原価法であ

ります。

Ｂ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

Ａ　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。

Ａ　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　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。

建物及び構築物　　10～47年

営業権　　　　　　　　５年

Ｂ　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。 

建物及び構築物　　10～47年

のれん　　　　　　　　５年

(3）重要な引当金の計上基

準

Ａ　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。

Ａ　貸倒引当金

同左

Ｂ　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。

Ｂ　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。

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174百万円は長期未

払金（固定負債の「その他」）に振替

えております。

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信

－ 19 －



項目
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

Ｃ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計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、当連

結会計年度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、各連結会計年度

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（７年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

（追加情報）

当社および連結子会社は、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16百万円計

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

(5）重要なヘッジ会計の方

法

Ａ　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。

──────

 

Ｂ　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

 

 

Ｃ　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。

 

 

Ｄ　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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

Ａ　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。

Ａ　リース取引のリース料収入の計上方法

同左
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項目
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

Ｂ　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。

Ｂ　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

Ｃ　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。

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。

Ｃ　金融費用の計上方法

同左

Ｄ　消費税等の会計処理の方法

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。

Ｄ　消費税等の会計処理の方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、５年間で均等償却してお

ります。

──────

７　のれんの償却に関する事

項

────── のれんは、５年間で均等償却しております。

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

または損失処理について連結会計年度中に

確定した利益処分または損失処理に基づい

て作成しております。

──────

９　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月

以内に満期日または償還日の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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。

これにより税金等調整前当期純利益は 569百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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）

　当連結会計年度より、「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、9,645百

万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

（退職給付に係る会計基準）

　当連結会計年度より「「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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において有形固定資産の社用資産の「そ

の他」に含めて表示していた建設仮勘定（前連結会計年度

113百万円）は、資産総額の100分の１を超えたため当連結

会計年度から区分掲記しております。

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において、「営業権」および「連結調整

勘定」として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん」と表示しております。

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示していた「法人税等還付税額」（前連結

会計年度０百万円）は、金額的重要性が高まったことから

当連結会計年度より区分掲記しております。

（連結損益計算書関係）

 　前連結会計年度において区分掲記していた「法人税等

還付税額」（当連結会計年度０百万円）は、金額的重要性

が低くなったことから当連結会計年度より「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(1) 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「法人税等の支払額」に含めて表示していた

「法人税等の還付額」（前連結会計年度０百万円）は、

金額的重要性が高まったことから当連結会計年度より

区分掲記しております。

(2) 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示していた「社用資産

の売却による収入」（前連結会計年度 77百万円）は、

金額的重要性が高まったことから当連結会計年度より

区分掲記しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(1) 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」　

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「減価償却費」に含めて表示しております。

(2) 前連結会計年度において区分掲記していた営業活動に

よるキャッシュ・フローの「法人税等の還付額」（当

連結会計年度０百万円）は、金額的重要性が低くなっ

たことから当連結会計年度より営業活動によるキャッ

シュ・フローの「法人税等の支払額」に含めて表示し

ております。

(3) 前連結会計年度において区分掲記していた投資活動に

よるキャッシュ・フローの「社用資産の売却による収

入」（当連結会計年度０百万円）は、金額的重要性が

低くなったことから当連結会計年度より投資活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示して

おります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　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 8,983百万円

社用資産の減価償却累計額 1,808百万円

賃貸資産の減価償却累計額 7,361百万円

社用資産の減価償却累計額 2,140百万円

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※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（株式） 245百万円 投資有価証券（株式）   277百万円

　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

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

医療法人美和会他　13名 530百万円

当社従業員　　　　４名 2百万円

計 532百万円

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式 6,889千株であ

ります。

※４　　           ─────────

※５　当連結会計年度末に保有する自己株式の数は、普通

株式 694千株であります。

※５　　           ─────────
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額
は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額
は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 10百万円

給料手当 2,199百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

退職給付引当金繰入額 76百万円

減価償却費 380百万円

給料手当 2,452百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4百万円

減価償却費 333百万円

※２　当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フロー
を生み出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。
当連結会計年度において、当社グループは以下の資
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
建物及び構築物、

土地等
62

レンタル

関連事業

レンタル契約

先120件（関

東・甲信越32

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）

506

   合計 569

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、建物及び構築物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、 稼動率の低下により
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（506百万円）
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。

※２　当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フロー
を生み出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。
当連結会計年度において、当社グループは以下の資
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75件（関

東・甲信越20

件、近畿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）

185

   合計 185

レンタル関連事業においては、 稼動率の低下により
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（185百万円）
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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

１　発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,889 21 － 6,910

合計 6,889 21 － 6,910

自己株式

普通株式 694 0 － 694

合計 694 0 － 694

（注） １　普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　　　 ２　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２　配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月21日

定時株主総会
普通株式 92 15 平成18年３月31日 平成18年６月21日

平成18年11月23日

取締役会
普通株式 61 10 平成18年９月30日 平成18年11月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月20日

定時株主総会
普通株式 93 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月20日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,294百万円

現金及び現金同等物 2,294百万円

現金及び預金勘定     2,208百万円

現金及び現金同等物 2,208百万円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

 
薬局関連
　事業

（百万円）

レンタル
　関連事

業
（百万円）

リース・
割賦関連
事業

（百万円）

その他　
　の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 34,841 6,999 10,181 2,964 54,986 － 54,986

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ 0 0 1,080 1,082 (1,082) －

計 34,841 7,000 10,182 4,045 56,068 (1,082) 54,986

営業費用 31,588 6,765 10,539 3,928 52,823 532 53,355

営業利益又は営業損失（△） 3,252 234 △357 116 3,245 (1,614) 1,630

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 13,746 2,251 4,250 2,643 22,891 4,690 27,582

減価償却費 515 137 622 38 1,313 25 1,339

資本的支出 602 133 626 127 1,490 2 1,492

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

 
薬局関連
　事業

（百万円）

レンタル
　関連事

業
（百万円）

リース・
割賦関連
事業

（百万円）

その他　
　の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 38,495 6,884 10,840 3,455 59,676 － 59,676

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － 0 1,228 1,229 (1,229) －

計 38,495 6,884 10,840 4,684 60,905 (1,229) 59,676

営業費用 35,563 6,559 11,172 4,239 57,534 464 57,999

営業利益又は営業損失（△） 2,931 324 △331 445 3,370 (1,694) 1,676

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 15,179 1,494 4,826 2,859 24,360 3,956 28,316

減価償却費 545 97 475 47 1,166 26 1,192

資本的支出 438 101 461 95 1,097 12 1,109
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　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主な事業内容は、次のとおりであります。

事業区分 事業内容

薬局関連事業 調剤薬局の経営

レンタル関連事業 入院患者等向けテレビ、ランドリーのレンタル、販売

リース・割賦関連事業 医療機器のリース、割賦販売、販売

その他の事業
医業経営コンサルティング、医療施設の企画・設計・施工、人材紹介、人

材派遣等

３　「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額
1,631 1,705

当社の総務・経理部門等の管理

部門に係る費用

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額
6,263 5,266

当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

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）および当連結会計年度（平成

18年４月１日から平成19年３月31日まで）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありま

せん。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）および当連結会計年度（平成

18年４月１日から平成19年３月31日まで）

海外売上高はないため、該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース取引 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

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） 

期末残高

相当額

（百万円）

レンタル資産 20,632 9,411 506 10,714

器具及び備品 1,119 571 7 540

ソフトウェア 609 241 3 365

合計 22,361 10,223 517 11,619

 
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 19,693 9,756 692 9,244

器具及び備品 1,198 503 7 687

ソフトウェア 730 291 3 435

合計 21,621 10,551 703 10,366

(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

(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 3,862百万円
１年超 8,636百万円

合計 12,498百万円
　リース資産減損勘定の残高　　 　　　514百万円

１年以内 3,769百万円
１年超 7,697百万円

合計 11,466百万円
　リース資産減損勘定の残高　　 　　　519百万円

(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

支払リース料 4,305百万円
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 4,173百万円
支払利息相当額 250百万円
減損損失 517百万円

支払リース料 4,469百万円
リース資産減損勘定の取崩額 180百万円
減価償却費相当額 4,310百万円
支払利息相当額 269百万円
減損損失 185百万円

(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

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

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

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）

期末残高

（百万円）

情報関連機器

・事務用機器
855 627 227

医療機器 6,274 5,544 730

その他 901 541 359

合計 8,030 6,714 1,316

 
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
667 450 216

医療機器 4,936 4,247 688

その他 837 460 377

合計 6,442 5,159 1,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額
１年以内 397百万円
１年超 933百万円

合計 1,330百万円

１年以内 389百万円
１年超 941百万円

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
受取リース料 834百万円
減価償却費 613百万円
受取利息相当額 82百万円

受取リース料 710百万円
減価償却費 467百万円
受取利息相当額 110百万円

(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
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 714 1,793 1,078

小計 714 1,793 1,078

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 714 1,793 1,078

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

577 428 －

３　時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

(1) 満期保有目的の債券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

社債 300

合計 300

(2) その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 120

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 111

合計 231

４　その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における

償還予定額

区分
１年以内

（百万円）

１年超５年以内

（百万円）

５年超10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

社債 － 300 － －

 合計 － 300 － －
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 625 1,261 635

小計 625 1,261 635

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 77 74 △2

小計 77 74 △2

合計 703 1,335 632

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成18年４月１日から平成19年３月31日ま

で）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

266 191 －

３　時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日）

(1) 満期保有目的の債券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

社債 300

合計 300

(2) その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 120

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 79

合計 200

４　その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における

償還予定額

区分
１年以内

（百万円）

１年超５年以内

（百万円）

５年超10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

社債 40 260 － －

 合計 40 260 － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

(1）流動資産  

 賞与引当金 262百万円

 未払事業税 37百万円

 売上原価見積計上額 308百万円

 その他 172百万円

 小計 780百万円

 評価性引当額 2百万円

 計 777百万円

   

(2）固定資産  

 減価償却費 197百万円

 役員退職慰労引当金 69百万円

 投資有価証券評価損 40百万円

 会員権評価損 37百万円

 減損損失 157百万円

 その他 117百万円

 小計 619百万円

 評価性引当額 122百万円

 計 497百万円

 繰延税金資産計 1,275百万円

(1）流動資産  

 賞与引当金 256百万円

 未払事業税 30百万円

 売上原価見積計上額 259百万円

 減損損失 77百万円

 その他 72百万円

 小計 696百万円

 評価性引当額 2百万円

 計 693百万円

(2）固定資産  

 減価償却費 147百万円

 役員退職慰労未払金 70百万円

 投資有価証券評価損 40百万円

 会員権評価損 37百万円

 減損損失 130百万円

 その他 223百万円

 小計 650百万円

 評価性引当額 193百万円

 計 457百万円

 繰延税金資産計 1,151百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

(1）流動負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

(2）固定負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

 その他有価証券評価差額金 435百万円

 繰延税金負債計 436百万円

 繰延税金資産の純額 839百万円

(1）流動負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

(2）固定負債  

 連結手続上の一時差異 0百万円

 その他有価証券評価差額金 255百万円

 繰延税金負債計 255百万円

 繰延税金資産の純額 895百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.1％

連結調整勘定償却 4.6％

評価性引当額 3.3％

住民税均等割額 1.0％

法人税等還付税額 △14.5％

その他 1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.5％

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.2％

連結調整勘定償却 3.9％

評価性引当額 0.5％

住民税均等割額 0.8％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2％
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり純資産額 1,471円73銭

１株当たり当期純利益 151円50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 149円52銭

１株当たり純資産額 1,551円75銭

１株当たり当期純利益 150円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 148円73銭

　（注）１　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。

項目
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

純資産の部の合計額（百万円） － 9,671

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
－ 26

　（うち少数株主持分） － (26)

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
－ 9,645

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
－ 6,216

　（注）２　１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

項目
前連結会計年度

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 951 934

普通株主に帰属しない金額（百万円） 17 －

（うち利益処分による役員賞与金（百万

円））
(17) － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 934 934

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,169 6,201

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 81 82

（うち新株予約権（千株）） (81) (82)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 

－

 

－

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

───────── ─────────
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５．個別財務諸表

(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  1,384   1,036   

２　受取手形  571   95   

３　売掛金  6,493   8,285   

４　割賦債権  618   498   

５　賃貸料等未収入金  17   16   

６　医薬品  2,145   2,844   

７　貯蔵品  133   139   

８　前払費用  242   302   

９　繰延税金資産  691   600   

10　未収入金  445   202   

11　立替金  568   255   

12　その他  105   49   

13　貸倒引当金  △15   △8   

流動資産合計   13,401 52.0  14,317 54.5

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※２       

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  1,209   1,176   

２　レンタル資産  307   288   

賃貸資産合計   1,517   1,465  

(イ）社用資産        

１　建物  3,109   3,298   

２　構築物  62   65   

３　車両運搬具  39   48   

４　器具及び備品  42   39   

５　土地  1,538   1,671   

６　建設仮勘定  291   67   

社用資産合計   5,084   5,191  

有形固定資産合計   6,601 25.6  6,656 25.4

(2）無形固定資産        

(ア）賃貸資産        

１　リース資産  108   106   

２　レンタル資産  26   24   

賃貸資産合計   134   130  

(イ）社用資産        

１　営業権  135   －   

２　のれん  －   126   

３　電話加入権  33   35   

４　ソフトウェア  6   4   

社用資産合計   175   167  

無形固定資産合計   309 1.2  297 1.1
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19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
（％）

(3）投資その他の資産        

１　投資有価証券  2,244   1,735   

２　関係会社株式  1,622   1,487   

３　長期貸付金  3   1   

４　従業員長期貸付金  2   2   

５　関係会社長期貸付金  75   45   

６　長期前払費用  106   94   

７　繰延税金資産  26   159   

８　敷金及び保証金  1,309   1,414   

９　その他  192   69   

10　貸倒引当金  △6   △6   

11　関係会社投資評価引当金  △106   △7   

投資その他の資産合計   5,469 21.2  4,996 19.0

固定資産合計   12,380 48.0  11,950 45.5

資産合計   25,781 100.0  26,267 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形  261   112   

２　買掛金  7,246   7,765   

３　短期借入金  2,640   2,070   

４　一年以内返済予定
の長期借入金

 1,447   1,357   

５　未払金  391   475   

６　未払費用  1,650   1,329   

７　未払法人税等  194   145   

８　賃貸料等前受金  2   0   

９　預り金  509   413   

10　割賦未実現利益  54   44   

11　その他  17   212   

流動負債合計   14,415 55.9  13,927 53.0

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金  2,275   2,812   

２　長期預り金  53   52   

３　役員退職慰労引当金  172   －   

４　その他  343   566   

固定負債合計   2,844 11.0  3,432 13.1

負債合計   17,260 66.9  17,359 66.1

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信

－ 35 －



  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  2,559 9.9  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金  2,701   －   

２　その他資本剰余金        

(1）自己株式処分差益  0   －   

資本剰余金合計   2,701 10.5  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  59   －   

２　任意積立金        

(1）別途積立金  3,178   －   

３　当期未処分利益  896   －   

利益剰余金合計   4,133 16.0  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   642 2.5  － －

Ⅴ　自己株式 ※５  △1,515 △5.8  － －

資本合計   8,521 33.1  － －

負債及び資本合計   25,781 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  2,567 9.8

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  －   2,708   

(2）その他資本剰余金  －   0   

資本剰余金合計   － －  2,708 10.3

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  －   59   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   3,678   

繰越利益剰余金  －   1,033   

利益剰余金合計   － －  4,770 18.2

４　自己株式   － －  △1,515 △5.8

株主資本合計   － －  8,531 32.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金   － －  376 1.4

評価・換算差額等合計   － －  376 1.4

純資産合計   － －  8,907 33.9

負債純資産合計   － －  26,267 100.0
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(2）損益計算書

  
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19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
（％）

Ⅰ　売上高        

１　調剤売上高  30,676   33,977   

２　賃貸料収入 ※１ 5,615   5,533   

３　商品売上高  7,947   8,310   

４　割賦売上高  363   249   

５　その他 ※２ 3,171 47,775 100.0 4,058 52,129 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　調剤原価  26,792   30,255   

２　賃貸原価 ※３ 4,747   4,647   

３　商品売上原価  7,572   7,978   

４　割賦原価  327   226   

５　資金原価 ※４ 7   6   

６　その他 ※５ 2,050 41,498 86.9 2,433 45,548 87.4

売上総利益   6,276 13.1  6,581 12.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　旅費交通費  241   249   

２　貸倒引当金繰入額  9   －   

３　役員報酬  167   208   

４　給料手当  1,840   2,052   

５　賞与  397   356   

６　役員退職慰労引当金繰入額  26   4   

７　退職給付引当金繰入額  75   －   

８　法定福利費  307   319   

９　家賃  450   476   

10　減価償却費  191   152   

11　広告宣伝費  275   265   

12　その他  1,435 5,418 11.3 1,458 5,542 10.6

営業利益   858 1.8  1,038 2.0
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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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  4   2   

２　有価証券利息  3   6   

３　受取配当金  234   227   

４　生命保険配当金  17   40   

５　その他  65 325 0.6 60 337 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  75   78   

２　固定資産売却損  4   －   

３　固定資産除却損  22   13   

４　敷金及び保証金解約損  9   －   

５　関係会社投資評価引当金繰入  91   36   

６　たな卸資産評価損  34   －   

７　その他  22 260 0.5 15 143 0.3

経常利益   923 1.9  1,232 2.4

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  428   191   

２　退職給付引当金取崩益  12 441 1.0 － 191 0.4

Ⅶ　特別損失        

１　減損損失  ※６ 479 479 1.0 144 144 0.3

税引前当期純利益   884 1.9  1,280 2.5

法人税、住民税及び事業税  373   333   

法人税等還付税額  214   －   

法人税等調整額  △34 124 0.3 136 470 0.9

当期純利益   759 1.6  809 1.6

前期繰越利益   198     

中間配当額   61     

当期未処分利益   896     
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調剤原価明細書

  
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  19,083 71.2 21,813 72.1

Ⅱ　労務費  4,680 17.5 5,015 16.6

Ⅲ　経費 ※１ 3,029 11.3 3,426 11.3

調剤原価  26,792 100.0 30,255 100.0

　（注）

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　経費のうち主要な費目および金額は次のとおりであ

ります。

※１　経費のうち主要な費目および金額は次のとおりであ

ります。

家賃 675百万円

賃借料 308百万円

消耗品費 286百万円

減価償却費 226百万円

消費税等 1,027百万円

家賃 747百万円

賃借料 300百万円

消耗品費 315百万円

減価償却費 246百万円

消費税等 1,251百万円
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月21日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   896

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  92  

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）
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 （2）
 

３　任意積立金    

(1）別途積立金  500 609

Ⅲ　次期繰越利益   286

    

（注）日付は株主総会承認日であります。

株主資本等変動計算書

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
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

利益準備
金

その他利益剰余金
その他有価
証券評価差

額金
別途積立
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 59 3,178 896 △1,515 7,879 642 8,521

事業年度中の変動額

新株の発行 7 7      14  14

剰余金の配当（注）      △92  △92  △92

剰余金の配当      △61  △61  △61

役員賞与（注）      △17  △17  △17

別途積立金の積立（注）     500 △500  －  －

当期純利益      809  809  809

自己株式の取得       △0 △0  △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
       － △265 △265

事業年度中の変動額合計

（百万円）
7 7 － － 500 137 △0 651 △265 386

平成19年３月31日　残高

（百万円）
2,567 2,708 0 59 3,678 1,033 △1,515 8,531 376 8,907

（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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重要な会計方針

項目
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）であります。

(2）満期保有目的の債券

同左

(3）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。

(3）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。

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

 

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）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）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

(2）貯蔵品

最終仕入原価法であります。

(2）貯蔵品

同左

３ 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

Ｂ　レンタル資産

定率法であります。

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。

建物　　　10～47年

営業権　　　　５年

(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

のれん　　　　５年
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項目
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

４　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

(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

(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。

(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。

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174百万円は長期未

払金（固定負債の「その他」）に振替

えております。

(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。

──────

 

 

 

５　収益及び費用の計上基準 (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

総合メディカル㈱ (4775) 平成 19 年 3 月期 決算短信

－ 42 －



項目
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

(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

(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。

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。

(3）金融費用の計上方法

同左

６　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

７　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。

──────

 

(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

 

 

(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。

 

 

(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。

 

 

８　その他財務諸表作成のた

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。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。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

（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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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、純資産の

部の合計額と同額であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

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。

 

 

表示方法の変更

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

（損益計算書関係）

　前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示していた広告宣伝費（前事業年度184百万円）

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたた

め当事業年度から区分掲記しております。

　前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表

示していた関係会社投資評価引当金繰入（前事業年度18百

万円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため当

事業年度から区分掲記しております。

（貸借対照表関係）

　前事業年度において、「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

（損益計算書関係）

　前事業年度において区分掲記していた「法人税等還付税

額」（当事業年度０百万円）は、金額的重要性が低くなっ

たことから当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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

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

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

賃貸資産の減価償却累計額 7,342百万円

社用資産の減価償却累計額 1,956百万円

　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

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

医療法人美和会他　13名 530百万円

当社従業員　　　　４名 2百万円

計 532百万円

※４　会社が発行する株式の総数および発行済株式の総数

会社が発行する株式の総数

※４　           ─────────

 

普通株式 20,000千株   

発行済株式の総数  

普通株式 6,889千株   

※５　自己株式の保有数 ※５　           ─────────

普通株式 694千株   

　６　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 642百万円

であります。

　６　           ─────────
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（損益計算書関係）

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。 ※１　賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。

リース料収入 835百万円

レンタル料収入 4,780百万円

計 5,615百万円

リース料収入 710百万円

レンタル料収入 4,822百万円

計      5,533百万円

※２　その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に伴

う賃貸物件の売却額、解約弁済金およびコンサル

ティング料収入等であります。

※２　その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に伴

う賃貸物件の売却額、解約弁済金およびコンサル

ティング料収入等であります。

※３　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。

リース原価

※３　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。

リース原価

減価償却費 614百万円

その他 55百万円

計 669百万円

レンタル原価 4,077百万円

合計 4,747百万円

減価償却費 468百万円

その他 50百万円

計 518百万円

レンタル原価 4,129百万円

合計 4,647百万円

※４　資金原価は、「重要な会計方針」５の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりであ

ります。

※４　資金原価は、「重要な会計方針」５の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりであ

ります。

支払利息 7百万円

受取利息 0百万円

差引 7百万円

支払利息 6百万円

受取利息 0百万円

差引  6百万円

※５　その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約に

伴う賃貸物件の処分原価（帳簿価額）およびコンサ

ルティング原価等であります。

※５　その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約に

伴う賃貸物件の処分原価（帳簿価額）およびコンサ

ルティング原価等であります。
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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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※６　当社は、内部管理上、キャッシュ・フローを生み出

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

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。

※６　当社は、内部管理上、キャッシュ・フローを生み出

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）

レンタル

関連事業

レンタル契約

先58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）

144

   合計 144

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(144百万円)

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。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

自己株式の種類および株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

自己株式     

　普通株式 694 0 － 694

合計 694 0 － 694

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース取引 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

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） 

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

 
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 14,945 7,631 561 6,752

器具及び備品 1,154 486 7 660

ソフトウェア 706 283 3 420

合計 16,807 8,400 572 7,834

(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

(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 3,112百万円
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

１年以内 2,885百万円
１年超 5,845百万円

合計 8,730百万円
　リース資産減損勘定の残高　　 　　　 418百万円

(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

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

支払リース料 3,552百万円
リース資産減損勘定の取崩額 150百万円
減価償却費相当額 3,416百万円
支払利息相当額 202百万円
減損損失 144百万円

(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

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

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

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）

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

 
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
670 453 216

医療機器 4,936 4,247 688

その他 837 460 377

合計 6,444 5,162 1,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額
１年以内 397百万円
１年超 934百万円

合計 1,331百万円

１年以内 390百万円
１年超 941百万円

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
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

受取リース料 710百万円
減価償却費 468百万円
受取利息相当額 110百万円

(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
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（有価証券関係）

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）および当事業年度（平成18年４月１日

から平成19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はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

(1）流動資産  

 賞与引当金 220百万円

 売上原価見積計上額 308百万円

 その他 162百万円

 計 691百万円

   

(2）固定資産  

 減価償却費 194百万円

 役員退職慰労引当金 69百万円

 関係会社投資評価引当金 46百万円

 会員権評価損 37百万円

 投資有価証券評価損 40百万円

 減損損失 130百万円

 その他 47百万円

 小計 568百万円

 評価性引当額 106百万円

 計 461百万円

 繰延税金資産計 1,153百万円

(1）流動資産  

 賞与引当金 209百万円

 売上原価見積計上額 259百万円

 減損損失 64百万円

 その他 68百万円

 計 600百万円

(2）固定資産  

 減価償却費 146百万円

 役員退職慰労未払金 70百万円

 関係会社投資評価引当金 61百万円

 会員権評価損 37百万円

 投資有価証券評価損 40百万円

 減損損失 102百万円

 その他 74百万円

 小計 534百万円

 評価性引当額 119百万円

 計 414百万円

 繰延税金資産計 1,015百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 435百万円

 繰延税金負債計 435百万円

 繰延税金資産の純額 717百万円

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 255百万円

 繰延税金負債計 255百万円

 繰延税金資産の純額 760百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△9.9％

評価性引当額 4.5％

住民税均等割額 0.9％

法人税等還付税額 △24.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.1％

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△6.7％

評価性引当額 1.0％

住民税均等割額 0.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.8％
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（１株当たり情報）

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり純資産額 1,372円84銭

１株当たり当期純利益 120円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 118円77銭

１株当たり純資産額 1,433円07銭

１株当たり当期純利益 130円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 128円78銭

　（注）　１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 759 809

普通株主に帰属しない金額（百万円） 17 －

（うち利益処分による役員賞与金（百万

円））
(17) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 742 809

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,169 6,201

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 81 82

（うち新株予約権（千株）） (81) (82)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 

－

 

－

（重要な後発事象）

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）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

　───────── 　─────────
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６．その他

(1）役員の異動（平成19年６月20日付）

　①　新任取締役候補

　　　小野　隆司　（現　東京リース株式会社　取締役常務執行役員営業統轄部長）

　②　退任取締役

　　　寺脇　暢行

　なお、その他の役員の異動については、平成19年２月23日に開示済みであります。

(2）販売実績（連結）

区分

前連結会計年度
平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで

当連結会計年度
平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減率
（％）

薬局関連事業      

調剤売上      

薬剤に係る収入 24,884 45.3 27,497 46.1 10.5

調剤技術に係る収入 9,338 17.0 10,279 17.2 10.1

小計 34,223 62.3 37,777 63.3 10.4

一般薬等売上 618 1.1 718 1.2 16.2

計 34,841 63.4 38,495 64.5 10.5

レンタル関連事業      

レンタル 6,905 12.5 6,884 11.5 △0.3

商品売上 93 0.2 － － －

計 6,999 12.7 6,884 11.5 △1.6

リース・割賦関連事業      

商品売上 7,869 14.3 8,310 14.0 5.6

リース 1,948 3.5 2,279 3.8 17.0

割賦販売 363 0.7 249 0.4 △31.2

計 10,181 18.5 10,840 18.2 6.5

その他の事業      

コンサルティング 887 1.6 1,309 2.2 47.5

設計・施工 1,423 2.6 1,371 2.3 △3.7

病院内売店の経営 464 0.9 525 0.9 13.3

その他 188 0.3 249 0.4 32.2

計 2,964 5.4 3,455 5.8 16.6

合計 54,986 100.0 59,676 100.0 8.5
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