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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 26,154 12.3 296 △64.1 216 △72.1 △97 △128.6

18年３月期 23,288 27.1 826 5.8 777 10.1 339 9.9

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 △9 40 － － △3.7 1.7 1.1

18年３月期 34 66 － － 14.9 6.7 3.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －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 13,134 2,570 19.6 237 79

18年３月期 12,990 2,717 20.9 251 47

（参考）自己資本 19年３月期 2,570百万円 18年３月期 2,717百万円

(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 729 △1,381 △158 932

18年３月期 1,173 △1,622 1,168 1,721

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 0 00 5 00 5 00 54 14.4 2.0

19年３月期 0 00 0 00 0 00 5 00 5 00 54 △55.3 2.1

20年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 5 00 5 00 － 0.0 －

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 14,449 14.7 284 226.8 239 623.7 67 － 6 25

通期 29,783 13.9 848 186.1 765 253.1 321 － 29 73
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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）　有

新規 1社 （社名　ジャパン・メディテック株式会社）

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18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。

(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 10,810,870株 18年３月期 10,810,870株

②　期末自己株式数 19年３月期 2,416株 18年３月期 2,416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、34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 26,138 12.3 281 △65.6 202 △73.9 △111 △133.0

18年３月期 23,279 27.1 816 5.6 774 10.0 336 9.6

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 △10 33 － －

18年３月期 34 36 － －

(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 13,127 2,567 19.6 237 53

18年３月期 12,997 2,728 21.0 252 47

（参考）自己資本 19年３月期 2,567百万円 18年３月期 2,728百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（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 14,442 114.7 275 369.0 233 113.1 64 － 5 93

通期 29,769 113.9 832 296.3 755 373.0 314 － 29 13

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当社の属する保険調剤薬局業界を取巻く環境は、以下に示す通り、厳しさを増しております。

　調剤薬局業界につきましては、医薬分業率の上昇、高齢化の進行による生活習慣病の増加等市場規模は拡大傾向に

あります。しかし反面、調剤薬局を取り巻く経営環境は、同業他社との競争に加え、ドラッグストアーや医療機関と

の関係を活かした会社による調剤薬局設立等、異業種からの新規参入もあり、激しい競争が続いております。さらに、

薬剤の長期投与による調剤報酬の減少が生じる等、厳しい状況で推移いたしました。

マクロ面で見ますと、医療制度改革から、平成18年4月の医療費抑制を目的とした薬価改定（平均▲6.7％）と調剤

報酬が0.6％引き下げられました。また従来プラス要因としておりました医薬分業率が、全国平均で平成17年2月の

57.4％から平成18年2月の55.6％、同8月は54.3％となり、足踏みの状況となっております。さらに処方の長期化に伴

う店舗当たりの処方箋枚数も、継続して減少してきております。

　ミクロ面でも、既存の店舗における患者様の獲得に向けた、あるいは新規出店の際の同業他社との競争に加え、ド

ラッグストアの調剤併設店などの増加や異業種からの新規参入もあるなど、総じて厳しい状況で推移いたしました。

　このような厳しい環境下にあって、当社は、事業の積極的拡大を図るべく、医薬分業率の低い関西地区、特に大阪

府、兵庫県の都市部を中心に積極的に出店を行いました。具体的には、期中に23店舗（大阪府5店、兵庫県4店、東京

都4店、静岡県3店、滋賀県、愛知県、広島県、富山県、埼玉県、神奈川県、宮城県各１店）出店し、一方、経営の効

率化、財務体質の強化の観点から、不採算店を3店舗退店いたしました。その結果、期末の店舗数は、前期より20店舗

増加の122店舗になりました。

　当期の業績は、出店効果もあり売上高は26,138,819千円と前期に比べ12.2％増となりました。一方利益面では、仕

入価格の交渉が当社の希望する料率に至らない状況で合意せざるを得なくなりました。また店舗運営費用の削減策の

実施効果が現れてこなかったこと等により、店舗での生産性向上を企図したものの、十分な成果が現れず、経常利益

は202,651千円と前期に比べて▲73.8％となりました、さらに減損処理に伴う減損損失が発生したことで当期純利益も

▲111,729千円となりました。なお、引き続き仕入価格の交渉は継続して行ってまいります。

＜通期の見通し＞

医薬分業率が足踏みする一方で、隔年の薬価と診療報酬の改定及び薬剤の長期投与など、当社を取り巻く環境は厳

しく、同業のみならず異業種との市場競争も始まり、経営環境は激変しております。当社はこの環境変化に即応した

経営を進めるために、経営の効率化の一層の推進などにより、収益構造を改善し、業績の向上に努めてまいります。

　次期の業績予想につきましては、連結売上高29,783百万円（前期比13.9増）、営業利益848百万円（同対比186.1％

増）、経常利益765百万円（同対比253.1％増）、当期純利益321百万円（同対比－）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

＜キャッシュ・フローの状況＞

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッシュ・フローに

よる支出額が営業活動によるキャッシュ・フローによる獲得額を上回ったため、前連結会計年度末に比べ810,381千円

減少し、当連結会計年度末には932,358千円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は729,849千円（同対比37.8％減）となりました。これは主に未収入金の減少額が

206,278千円（同対比－）に加え、新規出店による売上債権の増加△240,417千円(同対比58.5％減)及び仕入債務の

増加707,045千円（同対比15.6％減）等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）

　投資活動の結果支出した資金は1,381,625千円（同対比14.9％減）となりました。これは主に新規出店に要した資

金で、有形固定資産の取得に係る支出671,436千円（同対比0.4％増）、のれん等無形固定資産の取得に係る支出

401,814千円（同対比－）、移転費用等の長期前払費用に係る支出236,436千円(同対比62.0％減)及び差入保証金に

係る支出251,932千円（同対比3.3％減）等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）

　財務活動の結果支出した資金は158,604千円となりました。これは主に社債及び借入金の償還・返済資金を借入金

で調達した際の差額であります。

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

自己資本比率 １７.６％ ２０.９％ １９．６％

時価ベースの自己資本比率 ４０.４％ ４８.３％ ２９．０％

債務償還年数 ３．０年 ４．６年 ７．４年

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
１６．５ １３．９ １３.３

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

　有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

ま　た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題といたしております。そのため将来に備えて経営基盤を

強化し、内部留保の充実を図りながら、業績に対応した適切な利益配分を継続してまいりたいと考えております。

　当期の利益配当金につきましては、1株につき５円としてこれを第２８期定時株主総会に付議させていただく予定で

あります。

　内部留保資金につきましては、新規出店及びサービス体制強化に伴う人材開発資金の原資として有効活用させてい

ただきます。　
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(4）事業等のリスク

当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な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、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断

したものであります。

①法的規制について

当社は「薬事法」上の医薬品等を調剤販売するにあたり、各都道府県の許可、登録、指定及び免許を必要として

おります。その主なものは次のとおりであり、これらの法的規制が改定された場合、その内容によっては業績に影

響を与える可能性があります。

許可、登録、指定、免許の別 有効期間 関連する法令 登録等の交付者

薬局開設許可 6年 薬事法 各都道府県知事

保険薬局指定 6年 健康保険法 各都道府県知事

毒物劇薬一般販売業登録 6年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事

麻薬小売業者免許 1年～2年 麻薬及び向精神薬取締法 各都道府県知事

生活保護法指定医療機関指定 無制限 生活保護法 各都道府県知事

被爆者一般疾病医療機関指定 無制限
原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律
各都道府県知事

結核指定医療機関指定 無制限 結核予防法 各都道府県知事

労災保険指定薬局指定 無制限 労働者災害補償保険法 各都道府県知事

更生医療機関指定 無制限 身体障害者福祉法 各都道府県知事

医薬品販売許可(卸売・一般販売業) 6年 薬事法 各都道府県知事

②診療報酬改定について

国民医療費は高齢化社会がもたらす老人医療費の増加等により、毎年増加傾向にあり、このような背景のもと、

財政確保を踏まえて、厚生労働省は医療制度運営の適正化と医療供給面の取組に重点をおいた医療費適正化対策を

打ち出しております。この医療費適正化対策の必須要件として、厚生労働省は診療報酬の改定を過去から実施して

きております。

当社にとりましては、診療報酬、特に調剤報酬及び薬価の引下げが実施されますと、利益率を引下げる要因とな

り、業績に影響を与える可能性があります。

③薬剤師の確保について

調剤薬局の開設及び運営にあたっては「薬事法」により各店舗ごとに薬剤師の配置が義務付けられており、調剤

業務は薬剤師が行わなければならないと「薬剤師法」に明記されております。調剤薬局の出店及びドラッグストア

のチェーン化による出店が進んでおり、薬剤師の採用・確保は業界全体の課題であり、出店計画に対する重要な制

約条件であります。当社におきましても薬剤師の確保が十分にできない場合には出店計画に影響を及ぼす可能性が

あり、また、薬剤師が確保された場合においても人件費の高騰が続いた場合には業績に影響を与える可能性があり

ます。

④調剤業務について

当社は、薬剤師の調剤技術の向上及び医薬品の知識向上に組織的に積極的に取組んでおります。また、調剤過誤

を防止すべく複数監査体制を実施しており、細心の注意を払い調剤業務をいたしております。なお、リスク管理の

ため全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかし、調剤過誤により将来訴訟を受けるよう

なことがあった場合には、当社の社会的信用を損なう等の理由により、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤有利子負債依存度について

当社は新規出店に関する設備資金並びに差入保証金等を金融機関からの借入金及び社債の発行により調達してお

ります。今後は資金効率の改善と自己資本の充実による借入金の削減に努め、財務体質の健全化を図る方針であり

ますが、金利動向等の金融情勢に変化があった場合や計画どおりの資金調達ができない場合には、支払利息の負担

増や新規出店の遅延等により、当社の

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥減損会計について

当社は将来の出店予定店舗に対し資金を投下しておりますが、医療機関の事情により院外処方箋発行時期が大幅

に遅れる等の事態が発生し非継続と判断した場合、また既出店店舗において3年間継続して半期毎の営業損益が赤字

の店舗については、将来キャッシュ・フローが見込めないと判断した場合には、処分可能価格まで減損することに

より、業績に影響を与える可能性があります。

⑦出店政策について

当社の業容拡大には事業拠点である店舗数の拡大が大きく寄与するものであり、今後も積極的に出店を行う方針

であります。

現在、当社の薬局店舗は保険調剤を専業とし、医療機関の門前若しくは近接地域に立地する門前薬局であります

が、医薬分業の進展に伴い、調剤薬局業界においては従来にも増して出店競争が激化しております。当社では店舗

買収並びにＭ＆Ａを含めて採算を重視した店舗数の拡大政策を立てております。しかし以下の場合には当社の事業

計画並びに業績等に影響を与える可能性があります。

　(a) 出店条件を充足する場所を確保できない等により計画どおりに出店できない場合

　(b) 競合状況や医薬分業の進展が当初の想定から大きく乖離する等により出店後に当初計画どおりの売上高が確

保できない場合

　(c) 医療機関の移転又は廃業等により店舗の売上高が減少する場合

　(d) 店舗建物等の賃借先の信用状況の悪化により店舗営業の継続及び敷金保証金等の返還に支障が生じる場合

⑧消費税等の影響について

当社の保険調剤売上高は消費税法において非課税売上となっております。一方で医薬品等の仕入れは同法により

課税仕入となっているため、仕入価格に消費税を含めた価格が調剤売上原価に含まれます。

　消費税導入時及び税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価基準の改正において考慮されておりましたが、今後、

消費税率が改定され、薬価基準に加味されず、卸業者との仕入価格交渉に反映できない場合は、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

⑨個人情報の保護について

当社は安全で質の高い医療サービスを提供するため、患者情報の収集を行っており、薬歴、処方箋をはじめとす

る個人情報を保持しております。

　これら顧客の個人情報の取扱いに関してはマニュアルを制定して厳重に管理するなど、個人情報の漏洩防止に努

めておりますが、万一これらの個人情報が漏洩するような事実が発生した場合は社会的信用が失墜し、それに伴う

不利益は多大となり、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社と子会社３社で構成され、処方せんに基づく医薬品の調剤事業を主要事業として、ケア付施

設の賃貸事業、人材派遣・職業紹介事業等を営んでおります。

・当社は、「処方せんに基づく医薬品の販売事業」を行っております。

・連結子会社の株式会社阪神ピー・エムは、「ケア付施設の賃貸事業」等を行っております。

・連結子会社のジャパン・メディテック株式会社は、「薬剤師を主とする労働者派遣事業及び有料職業紹介事業」　

　等を行っております。

・非連結子会社の株式会社あじさい地所は「処方せんに基づく医薬品の販売事業」等を行っております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、当社の掲げる「より良い医療サービスの提供」の企業理念のもと、地域に根ざした身近なかかりつけ薬局

を目指し、安全かつ質の高い医薬品の提供により、国民・地域社会の生命・健康の維持に寄与することを基本方針と

いたします。また、当社の企業活動をとおして株主、顧客、取引先、当社の社員など当社と関係するすべての人々に

対して、価値を提供することができる企業でありたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

　当社の目標とする経営指標の中期的な目安値といたしましては、調剤薬局の経営環境は厳しさを増しております中、

経営効率の向上を図ることにより安定した利益確保に努め、自己資本利益率（REO）２０％を目標と設定しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社を取り巻く経営環境につきましては、今後も市場は拡大傾向が継続すると推測されますが、一方で財政再建の

厳しい波で医療費抑制政策はこれまでになく大きな動きとなり、経営環境は厳しさが増すことが予想されます。この

ような状況下の中、当社は質の高い安心できる、医療サービス機関としての調剤薬局の姿を基本とした上で、次のよ

うな経営戦略を考えております。

1.積極的な新規出店による売上拡大

経営環境に厳しさを増す中、調剤薬局業界も徐々に上位集中が進むと考えられます。当社では環境変化をビジネ

スチャンスと認識し、積極的な出店による全国展開を図ってまいります。具体的には、地盤とする関西地区をベー

スとしながら投資効率を重視し、当面年間２０店ペースでの出店を計画しています。

2.Ｍ＆Ａによる拡大化

一定の基準を設けた採算重視の姿勢で、大型案件を含め積極的に取組んでまいります。

3.人材教育方針

・当社の目指す「より良い医療サービスの提供」の実現のためには、高い専門性と安全性に裏打ちされた薬局スタッ

フによる快適なサービスに根ざした薬剤の提供が求められることから、平成１７年４月に「教育研修部」が設置

され、年間を通した新人継続教育、２年次３年次研修、中途採用者研修、店長研修の強化を図っております。

・学術教育は月１回行われ、病気に基づく処方箋解析Ｑ＆Ａの実践教育による薬剤師の資質の向上を目指しており

ます。

・従前から採用しているエリア制を強化し、今後の事業拡大に向けた出店及び既存店の合理化・活性化の促進のた

め、店舗損益管理、生産性管理、採用活動等に携わる事により、各エリアマネージャーのマネージメント能力の

向上を図って、傘下の店長・副店長その他の職員等の能力向上も併せて図ってまいります。

4.経営の効率化

人員配置の見直し、システム投資など店舗オペレーションの効率化を図り、間接部門の経費比率の低下に努めま

す。

5.医療モールの展開

　　地域医療に貢献できるひとつのかたちとして、駅ビル等の医療モールの開設を進めていきます。

6.中小薬局のグループ化

薬価及び調剤報酬改定により影響を大きく受ける薬局をフランチャイズとしてグループ組織化し運営のノウハウ

を共有して将来のＭ＆Ａに繋がるリスクの低い拡大方法の一つと考えて進めていきます。

(4）会社の対処すべき課題

1.当社ならではのきめ細かなサービスの提供

当社は、これまでも地域に密着した「かかりつけ薬局」として患者様に対して、安全性を第一に、患者様の視点

にたって、きめ細かなサービスを提供してまいりました。

 そのため、薬剤師をはじめ全従業員に対して、教育、研修、セミナー参加への多くの機会を通じて、これまで以

上の患者様とのコミュニケーション能力、提案能力のレベルアップを図ってまいります。
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2.経営の効率化

当社は今般の業績悪化を真摯に受け止め、当社の収益構造を分析した上で、店舗の活性化と安定的な薬剤仕入れ

価格の確保も、最重要課題と認識いたしております。そこで、今後はこの２つの課題に対しても、役員及び従業員

一丸となって取り組み実効を挙げて参ります。

①店舗の活性化

当社では、従来から薬剤師一人当たりの生産性向上に向けた取組みを行ってまいりましたが、患者様へのサー

ビスの維持との両立を勘案しながら推進してまいりました関係で、未だ十分な成果を得るまでには到っておりま

せんでした。

 そこで、今後は高付加価値な売上高の確保と人員面・経費面における効率的な店舗運営を目的とした具体的な

施策を打ち出し、実行してまいる所存でございます。

 併せて、店舗における施策の実行をサポートする店舗管理体制の見直しも行ってまいります。

 ②安定的な薬剤仕入価格の確保

 薬剤仕入につきましては物流コストを含めた仕入先の再検討等、従来の仕入形態の見直しを実行してまいりま

す。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※３ 1,823,335 1,034,105

２．受取手形及び売掛金 2,244,228 2,486,477

３．たな卸資産 1,044,079 1,220,681

４．繰延税金資産 107,880 79,751

５．その他 571,019 401,512

　　貸倒引当金 △12,000 △12,000

流動資産合計 5,778,543 44.5 5,210,528 39.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※３ 1,690,991 1,880,588

(2）器具備品 213,539 231,734

(3）土地 ※３ 1,402,814 1,458,408

(4）建設仮勘定 138,089 304,848

(5）その他 11,306 8,176

有形固定資産合計 3,456,741 26.6 3,883,757 29.6

２．無形固定資産

(1）営業権 211,159 －

(2）のれん － 455,676

(3）その他 46,207 49,250

無形固定資産合計 257,366 2.0 504,926 3.8

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 382,743 293,849

(2）差入保証金 ※３ 1,507,134 1,555,331

(3）長期前払費用 1,320,169 1,337,216

(4）繰延税金資産 196,381 247,949

(5）その他 113,663 138,731

貸倒引当金 △45,600 △45,750

投資その他の資産合計 3,474,492 26.8 3,527,329 26.8

固定資産合計 7,188,600 55.3 7,916,013 60.2

Ⅲ　繰延資産

１．新株発行費 12,988 －

２．株式交付費 － 5,866

３．社債発行費 10,007 2,463

繰延資産合計 22,995 0.2 8,330 0.1

資産合計 12,990,139 100.0 13,134,872 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 3,766,590 4,473,636

２．短期借入金 800,000 450,000

３．一年内返済予定長期借入
金

※３ 1,044,780 1,346,000

４．一年内償還予定社債 400,000 200,000

５．未払法人税等 272,234 －

６．賞与引当金 190,000 191,000

７．その他 366,685 274,746

流動負債合計 6,840,290 52.7 6,935,382 52.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,300,000 1,100,000

２．長期借入金 ※３ 1,878,500 2,222,500

３．退職給付引当金 242,785 289,801

４．その他 10,568 17,012

固定負債合計 3,431,854 26.4 3,629,313 27.6

負債合計 10,272,145 79.1 10,564,696 80.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 684,758 5.3 － －

Ⅱ　資本剰余金 628,666 4.8 － －

Ⅲ　利益剰余金 1,399,966 10.8 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 5,081 0.0 － －

Ⅴ　自己株式 ※５ △477 △0.0 － －

資本合計 2,717,994 20.9 － －

負債・資本合計 12,990,139 100.0 － －
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  684,758 5.2

２．資本剰余金   － －  628,666 4.8

３．利益剰余金   － －  1,247,801 9.5

４．自己株式   － －  △477 △0.0

　　株主資本合計   － －  2,560,748 19.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  16,904 0.1

２．繰延ヘッジ損益   － －  △7,477 △0.0

　　評価・換算差額等合計   － －  9,426 0.1

純資産合計   － －  2,570,175 19.6

負債純資産合計   － －  13,134,872 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高 23,288,486 100.0 26,154,391 100.0

Ⅱ　売上原価 21,246,511 91.3 24,505,792 93.7

売上総利益 2,041,974 8.7 1,648,598 6.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,215,692 5.2 1,351,978 5.2

営業利益 826,282 3.5 296,620 1.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 10,975 11,007

２．受取配当金 1,540 1,951

３．受取手数料 49,043 29,072

４．賃貸料収入 11,073 23,050

５．為替換算差益 11,088 －

６．その他 12,124 95,844 0.4 14,685 79,768 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 86,052 95,153

２．借入手数料 29,951 27,015

３．為替換算差損 － 15,848

４．その他 28,909 144,913 0.6 21,466 159,482 0.6

経常利益 777,213 3.3 216,906 0.8

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 10,000 10,000 0.0 349 349 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ － 7,047

２．投資有価証券売却損  － 17,004

３．店舗整理損 5,072 67,437

４．減損損失 ※４ 132,936 138,009 0.6 134,210 225,700 0.8

税金等調整前当期純利益又
は税金等調整前当期純損失
（△）

649,204 2.8 △8,444 △0.0

法人税、住民税及び事業税 408,105 115,572

法人税等調整額 △98,400 309,705 1.3 △26,337 89,234 0.3

当期純利益又は当期純損失
（△）

339,499 1.5 △97,679 △0.3
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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
（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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 330,320

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株の発行 298,346 298,346

Ⅲ　資本剰余金期末残高 628,666

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,109,181

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 339,499 339,499

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 48,714 48,714

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,399,966
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

平成18年３月31日　残高（千円） 684,758 628,666 1,399,966 △477 2,712,913

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △54,042  △54,042

当期純利益   △97,679  △97,679

連結子会社増加に伴う減少高   △442  △442

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △152,164 － △152,164

平成19年３月31日　残高 684,758 628,666 1,247,801 △477 2,560,748

評価・換算差額等

　   純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 5,081 － 5,081 2,717,994

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △54,042

当期純利益    △97,679

連結子会社増加に伴う減少高    △442

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

11,823 △7,477 4,345 4,345

連結会計年度中の変動額合計 11,823 △7,477 4,345 △147,819

平成19年３月31日　残高（千円） 16,904 △7,477 9,426 2,570,175
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等
調整前当期純損失（△）

649,204 △8,444

減価償却費 344,559 511,529

減損損失 132,936 134,210

新株発行費償却 7,221 －

株式交付費償却 － 7,221

社債発行費償却 12,207 7,543

貸倒引当金の増加額 12,000 150

賞与引当金の増加額 58,000 1,000

退職給付引当金の増加額 32,909 47,015

投資有価証券売却損 － 17,004

受取利息及び受取配当金 △12,516 △12,959

支払利息 86,052 95,153

借入手数料 29,951 27,015

固定資産売却益 △10,000 －

店舗整理損 5,072 66,322

売上債権の増加額 △578,772 △240,417

たな卸資産の増加額 △6,175 △176,602

前払費用の増加額 △52,368 △13,344

未収入金の増加額（△）又は減少額 △83,494 206,278

仕入債務の増加額 837,675 707,045

未払金の増加額又は減少額（△） 128,216 △114,205

その他 50,092 73,388

小計 1,642,771 1,334,905

利息及び配当金の受取額 12,452 12,960

利息の支払額 △84,495 △96,764

法人税等の支払額 △397,304 △521,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,173,423 729,849
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △101,722 △101,746

定期預金の払戻による収入 101,698 101,722

有形固定資産の取得による支出 △669,037 △671,436

有形固定資産の売却による収入 10,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △401,814

投資有価証券の取得による支出 － △50,286

投資有価証券の売却による収入 － 97,161

貸付による支出 △85,469 －

貸付金回収による収入 － 85,469

長期前払費用にかかる支出 △622,782 △236,436

差入保証金にかかる支出 △260,544 △251,932

差入保証金の回収による収入 40,113 77,558

その他 △34,925 △29,884

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,622,670 △1,381,625

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 500,000 △350,000

長期借入れによる収入 950,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,206,150 △1,154,780

社債の発行による収入 492,608 －

社債の償還にかかる支出 △100,000 △400,000

株式の発行による収入 580,479 －

配当金の支払額 △48,281 △53,824

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,168,656 △158,604

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 719,408 △810,381

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,002,204 1,721,612

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物
の期首残高

 － 21,126

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,721,612 932,358
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社阪神ピー・エム

(1）連結子会社の数　2社

連結子会社の名称

株式会社阪神ピー・エム

ジャパン・メディテック株式会社

 上記のうち、ジャパン・メディ

テック株式会社は本格的な営業開始

に伴い連結財務諸表に及ぼす影響の

重要性が増したため、連結の範囲に

含めております。

 

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

ジャパン・メディテック株式会社

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

株式会社あじさい地所

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない非連結子会社

（ジャパン・メディテック(株)）は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（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。

持分法を適用していない非連結子会社

（(株)株式会社あじさい地所）は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（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。

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の末日は、連結決算

日と一致しております。

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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用し

ております。

①　有価証券

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（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

調剤薬品

総平均法による原価法を採用して

おります。

②　たな卸資産

調剤薬品

同左

商品

最終仕入原価法による原価法を採

用しております。

商品

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法を採用しております。なお主

な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　７年～39年

器具備品　　　　　３年～15年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における見込利用可能期

間（５年）による定額法を採用して

おります。

②　無形固定資産

定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における見込利用可能期

間（５年）による定額法を採用して

おります。

　また、のれんについては、個別案

件ごとに判断し、２０年以内の合理

的な年数で償却しております。

③　長期前払費用

均等償却を行っております。

③　長期前払費用

同左

(3)繰延資産の処理方法 ①　新株発行費

商法施行規則の規定する最長期間

(３年間)に基づく均等償却を行って

おります。

①　株式交付費

３年間にわたり均等償却を行ってお

ります。

②　社債発行費

商法施行規則の規定する最長期間

(３年間)に基づく均等償却を行って

おります。

②　社債発行費

３年間にわたり均等償却を行ってお

ります。

(4）重要な引当金の計上基

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　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、支給見込額に基づき

計上しております。

②　賞与引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しておりま

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（５

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

ら費用処理することとしております。

③　退職給付引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

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

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップ及び金利キャッ

プについては特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用して

おります。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金支払利息を対象に金利スワッ

プ取引及び金利キャップ取引によ

りヘッジを行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

将来の金利変動リスク回避のために

行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に定められた許容リ

スク量の範囲内にリスク調整手段と

なるデリバティブのリスク量が収

まっており、ヘッジ対象となる金利

リスクが減殺されているかどうかを

検証することにより、ヘッジ有効性

を評価しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

当社は税込方式によっております。

なお一定額以上の固定資産について

は税抜方式によっており、消費税額

は「投資その他の資産」のその他に

計上し、法人税法の規定により均等

償却を行っております。なお、連結

子会社は税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

──────

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、

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短期的

な投資からなっております。

同左

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準）  (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、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。

これにより税金等調整前当期純利益は132,936千円減少し

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。

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１

２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）を摘要しております。

　これまでの資本の部の合計に相当するする金額は

2,577,652千円であります。

　なお、当連結会計年度における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。

 (企業結合に係る会計基準等)

当連結会計期間より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成１５年１０月３１日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成１７年

１２月２７日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第１０

号　平成１７年１２月２７日）を適用しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

──────

 

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度において無形固定資産の「営業権」（前

連結会計年度末211,159千円）は当連結会計年度より「の

れん」とし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　　　608,747千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額      742,774千円

※２　非連結子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）　　　　　　　28,000千円

※２　非連結子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）　　　　　　　 25,000千円

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金      101,722千円

建物       35,201千円

土地     538,813千円

差入保証金     135,000千円

合計      810,737千円

定期預金      101,746千円

建物      33,244千円

土地      538,813千円

差入保証金      135,000千円

合計     808,804千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金     358,780千円

（１年内返済予定額を含む）

合計     358,780千円

長期借入金      178,000千円

（１年内返済予定額を含む）

合計      178,000千円

但し、根抵当権設定により実際担保されている債務

の極度額は980,000千円であります。

但し、根抵当権設定により実際担保されている債務

の極度額は980,000千円であります。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式10,810,870株で

あります。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式10,810,870株で

あります。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,416株

であります。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,416株

であります。

－ 23 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

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及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬     191,063千円

給与手当      202,226千円

貸倒引当金繰入額 12,000千円

賞与引当金繰入額   17,523千円

退職給付費用      5,038千円

賃借料      152,292千円

役員報酬     169,251千円

給与手当      247,921千円

貸倒引当金繰入額       13,750千円

賞与引当金繰入額      15,631千円

退職給付費用       6,748千円

賃借料     148,671千円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳

建物 10,000千円

合計 10,000千円

建物 349千円

合計 349千円

※４　減損損失

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しました。

場所  用途  種類

大阪府柏原市他
店舗

(既存店舗) 
建物、長期前払費用等 

大阪府大阪市他
店舗

(計画中止店)
建物、差入保証金等 

当社グループは各店舗を概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位と認識して、隣接する店舗で

相互に影響度の高い店舗群は１つの店舗と見なして資産

のグループ化をしております。

処方箋応需枚数の減少等により営業状態の悪化した既

存店舗及び出店計画を中止した店舗に係る資産グループ

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132,936千円として計上いたしました。

その内訳は、建物19,759千円、差入保証金27,664千円、

長期前払費用58,494千円、その他27,018千円でありま

す。 

なお、当資産グループの回収可能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2.56％で割り

引いて算定しております。 

※４　減損損失

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しました。

場所  用途  種類

和歌山県和歌山市他
店舗

(既存店舗) 
建物、差入保証金等 

当社グループは各店舗を概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位と認識して、隣接する店舗で

相互に影響度の高い店舗群は１つの店舗と見なして資産

のグループ化をしております。

処方箋応需枚数の減少等により営業状態の悪化した既

存店舗及び出店計画を中止した店舗に係る資産グループ

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134,210千円として計上いたしました。

その内訳は、建物28,957千円、差入保証金96,176千円、

長期前払費用5,219千円、その他3,857千円であります。 

なお、当資産グループの回収可能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2.56％で割り

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（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及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 10,810 － － 10,810

合計 10,810 － － 10,810

自己株式

普通株式 2 － － 2

合計 2 － － 2

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 54,042 5 平成18年3月31日 平成18年6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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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28日

定時株主総会
普通株式 54,042  利益剰余金 5 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　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

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定   1,823,335千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △101,722千円

現金及び現金同等物    1,721,612千円

現金及び預金勘定    1,034,105千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △101,746千円

現金及び現金同等物 932,358千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（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

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

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 599,926 236,106 363,820

ソフトウェア 100,000 18,333 81,666

合計 699,926 254,439 445,487

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 820,488 384,108 436,379

ソフトウェア 100,000 38,333 61,666

合計 920,488 422,442 498,045

（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年内                       139,889千円

１年超  313,256千円

合計  453,145千円

１年内                     172,494千円

１年超 335,042千円

合計 507,536千円

（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   142,468千円

減価償却費相当額 134,970千円

支払利息相当額      9,880千円

支払リース料  177,897千円

減価償却費相当額 168,167千円

支払利息相当額 11,562千円

（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

（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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,811千円

１年超  13,008千円

合計     15,820千円

１年内      2,169千円

１年超        8,484千円

合計   10,654千円

 （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）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 856 995 138

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 52,410 82,252 29,842

小計 53,266 83,247 29,980

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 54,491 32,980 △21,511

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 54,491 32,980 △21,511

合計 107,758 116,227 8,468

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 238,516

３.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１.債券     

(1）国債・地方債等 ― ― ― ―

(2）社債 ― ― 107,072 ―

(3）その他 ― ― ― ―

２.その他 ― 48,394 ― ―

合計 ― 48,394 107,072 ―
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当連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 422 440 17

(2）債券 － － －

(3）その他 52,955 83,854 30,898

小計 53,377 84,294 30,916

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 15,501 12,758 △2,742

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 15,501 12,758 △2,742

合計 68,878 97,052 28,173

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月３１日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

97,161 ― 17,004

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 171,796

４.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１.債券     

(1）国債・地方債等 － － － －

(2）社債 － － 91,224 －

(3）その他 － － － －

２.その他 － 47,522 － －

合計 － 47,522 91,224 －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．取引の内容

当社はデリバティブ関連の取引として、金利スワップ

取引及び金利キャップ取引を利用しております。

１．取引の内容

同左

２．取引に対する取組方針及び利用目的

金利スワップ取引は、変動金利支払いの借入金につい

て、将来の金利変動リスクを回避する目的で行ってお

ります。金利キャップ取引は、変動金利支払いの借入

金について、将来の取引市場での金利上昇が支払利息

に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で行ってお

ります。なお、投機的な取引及び短期的な売買益を得

る取引の利用は行っておりません。なお、デリバティ

ブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

２．取引に対する取組方針及び利用目的

同左

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップ及び金利キャップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金支払利息を対象に金利スワップ取引及び金利

キャップ取引によりヘッジを行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

将来の金利変動リスク回避のために行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内

にリスク調整手段となるデリバティブのリスク量が

収まっており、ヘッジ対象となる金利リスクが減殺

されているかどうかを検証することにより、ヘッジ

の有効性を評価しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

３．取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引については、将来の金利変動による

リスクがあります。 また、金利キャップ取引につい

ては、契約時に支払ったプレミアム以上のリスクは被

らないものであります。当社のデリバティブ取引の契

約先は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相

手方の契約不履行による信用リスクはないと判断して

おります。

３．取引に係るリスクの内容

同左

４．取引に係るリスクの管理体制

金利関連における金利スワップ取引及び金利キャップ

取引は、当社の「職務権限規程」に基づき、管理本部

の担当役員が起案し取締役会で承認を得て行っており

ます。

４．取引に係るリスクの管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

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）退職給付債務（千円） △265,217 △312,609

(2）退職給付引当金（千円） △242,785 △289,801

差引（千円）（1）－（2） △22,431 △22,807

（差引分内訳）

(3)未認識数理計算上の差異（千円） △22,431 △22,807

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（千円） 59,210 81,166

(1）勤務費用（千円） 50,241 70,365

(2）利息費用（千円） 4,441 6,252

(3）会計基準変更時差異の費用処理額(千円) － －

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 4,527 4,549

４．退職給付債務の計算基礎

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)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2)割引率（％） 2.0 2.0

(3)数理計算上の差異の処理年数（年）  ５  ５

(4)会計基準変更時差異の処理年数（年）  ５  ５
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

（単位：千円）

繰延税金資産(流動)

未払事業税 24,280

賞与引当金損金算入限度超

過額
76,000

その他 7,600

計 107,880

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金超過額 98,600

貸倒引当金損金算入限度超

過額
8,800

 減損損失 52,400

営業権償却超過額 16,000

投資有価証券評価損 19,108

その他 1,472

計 196,381

当連結会計年度

(平成19年３月31日現在)

（単位：千円）

繰延税金資産(流動)

賞与引当金損金算入限度超

過額
76,400

その他 3,352

計 79,751

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金超過額 117,400

貸倒引当金損金算入限度超

過額
800

 減損損失 104,800

投資有価証券評価損 19,108

その他有価証券評価差額金 △11,269

その他 17,110

計 247,949

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

（単位：％）

法定実効税率 40.0

（調整）

住民税均等割額 1.1

交際費等永久に損金に算

入されない項目
3.4

留保金課税額 3.8

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
47.7

 税金等調整前当期純損失となったため、内訳の開示

は省略しております。
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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（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計の合計額に占める「薬局事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計の合計額に占める「薬局事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額      251円47銭

１株当たり当期純利益     34円66銭

１株当たり純資産額    237円79銭

１株当たり当期純利益       △9円 4銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在していないため記載しておりません。

同左

　（注）　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。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（千円） 339,499 △97,679

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 339,499 △97,679

期中平均株式数（千株） 9,795 10,808
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

株式会社ファミリーコーポレーションの営業一部譲受

　平成18年3月14日付で株式会社ファミリーコーポレーションと営業譲受契約を締結し、平成18年4月1日に同社の営業

の一部を譲受けました。

（１）営業譲受の内容

　①営業譲受の対象

　　株式会社ファミリーコーポレーション経営の調剤薬局「ファミリー薬局」の営業権

　②譲受資産の内容及び金額

　　建物及び器具備品19,645千円

　③営業譲受の対価

　　315,000千円

（２）営業譲受契約締結先の概要

　①名称　株式会社ファミリーコーポレーション

　②主な事業内容

　　調剤薬局の経営

　③代表者

　　大場　栄

　④住所

　　仙台市青葉区木町通一丁目5番22－903号

　⑤資本金

　　10,000千円

　⑥当社との関係

　　資本・人的取引関係はない。

（３）営業譲受の日程

　①営業譲受承認取締役会　平成17年12月22日

　②営業譲受契約締結　　　平成18年３月14日

　③営業譲受期日　　　　　平成18年４月１日

 

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）地区別処方箋枚数

　調剤売上の処方箋枚数を地区別に示すと次のとおりであります。

 （単位：枚）

地区別

処方箋応需枚数
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

処方箋応需枚数
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

枚数 構成比 枚数 構成比

  ％  ％

近畿地区 1,630,411 67.1 1,772,996 64.8

東北・関東地区 518,178 21.3 648,432 23.7

中部地区 148,416 6.1 173,780 6.4

中国・四国地区 46,322 1.9 54,755 2.0

その他地区 86,140 3.6 86,201 3.1

合計 2,429,467 100.0 2,736,164 100.0

(2）品目別売上高明細表

　品目別販売実績を示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

科目

前連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比

薬局

部門

   ％  ％

調剤売上

薬剤 18,156,911 77.9 20,479,074 78.3

技術料 4,977,232 21.4 5,505,489 21.0

小計 23,134,143 99.3 25,984,564 99.3

その他売上

一般医薬品等 144,890 0.6 76,113 0.3

卸売 － － － －

小計 144,890 0.6 76,113 0.3

その他 9,452 0.1 93,713 0.4

合計 23,288,486 100.0 26,154,391 100.0

　（注）　調剤売上については消費税は非課税、その他売上については消費税等を含んでおります。

(3）地区別販売実績

　地区別販売実績を示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

地域別

前連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比

  ％  ％

近畿地区 15,123,436 65.0 16,273,471 62.2

東北・関東地区 4,897,536 21.0 6,454,694 24.7

中部地区 1,517,532 6.5 1,692,762 6.5

中国・四国地区 538,799 2.3 543,673 2.1

その他地区 1,211,181 5.2 1,189,789 4.5

合計 23,288,486 100.0 26,154,391 100.0

　（注）　調剤売上については消費税は非課税、その他売上については消費税等を含んでおります。
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６．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）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,772,023 938,451  

２．売掛金 2,244,228 2,484,642  

３．調剤薬品 993,927 1,160,135  

４．商品 50,152 60,546  

５．前払費用 108,844 105,109  

６．繰延税金資産 107,880 79,751  

７．関係会社短期貸付金 256,000 256,000  

８．未収入金 346,756 140,477  

９. 未収法人税等 － 122,470  

10. その他 104,292 21,365  

    貸倒引当金 △12,000 △12,000  

流動資産合計 5,972,106 45.9 5,356,951 40.8 △615,155

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 1,936,166 2,204,149

減価償却累計額 412,890 1,523,275 485,220 1,718,929  

(2）車両運搬具 17,131 16,870

減価償却累計額 5,824 11,306 8,693 8,177  

(3）器具備品 380,494 447,292

減価償却累計額 167,059 213,435 217,080 230,212  

(4）土地 1,369,014 1,424,608  

(5）建設仮勘定 138,089 304,848  

有形固定資産合計 3,255,121 25.0 3,686,775 28.1 431,654

２．無形固定資産

(1）営業権 211,159 －  

(2）のれん － 455,676  

(3）借地権 27,205 27,205  

(4）電話加入権 9,423 9,654  

(5)ソフトウェア 9,578 12,369  

無形固定資産合計 257,366 2.0 504,904 3.8 247,538
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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）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 354,743 268,849  

(2）関係会社株式 50,000 75,000  

(3）出資金 2,150 2,150  

(4）関係会社長期貸付金 64,000 48,000  

(5）長期前払費用 1,320,169 1,337,216  

(6）繰延税金資産 196,381 247,949  

(7）差入保証金 1,436,834 1,501,031  

(8）会員権 52,465 57,037  

(9）その他 58,948 79,444  

貸倒引当金 △45,600 △45,750  

投資その他の資産合計 3,490,092 26.9 3,570,929 27.2 80,837

固定資産合計 7,002,580 53.9 7,762,609 59.1 760,029

Ⅲ　繰延資産

１.新株発行費 12,988 －  

２．株式交付費 － 5,866  

３．社債発行費 10,007 2,463  

繰延資産合計 22,995 0.2 8,330 0.1 △14,665

資産合計 12,997,682 100.0 13,127,890 100.0 130,208
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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）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１.買掛金 3,766,590 4,473,636  

２.短期借入金 800,000 450,000  

３．一年内返済予定長期借
入金

1,044,780 1,346,000  

４.一年内償還予定社債 400,000 200,000  

５．未払金 225,913 90,505  

６．未払費用 135,012 168,872  

７．未払法人税等 272,029 －  

８．預り金 3,798 12,285  

９．前受収益 400 400  

1０．賞与引当金 190,000 191,000  

流動負債合計 6,838,524 52.6 6,932,699 52.8 94,175

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,300,000 1,100,000  

２．長期借入金 1,878,500 2,222,500  

３．退職給付引当金 242,785 289,801  

４．その他 9,068 15,512  

固定負債合計 3,430,354 26.4 3,627,813 27.6 197,459

負債合計 10,268,879 79.0 10,560,513 80.4 291,634

（資本の部）

Ⅰ　資本金 684,758 5.3 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 628,666 －

資本剰余金合計 628,666 4.8 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 9,633 －

２．任意積立金

(1）別途積立金 820,000 －

３．当期未処分利益 581,141 －

利益剰余金合計 1,410,774 10.9 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

5,081 0.0 － － －

Ⅴ　自己株式 △477 △0.0 － － －

資本合計 2,728,803 21.0 － － －

負債・資本合計 12,997,682 100.0 － － －
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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）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － －  684,758 5.2 －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金 －   628,666    

資本剰余金合計  － －  628,666 4.7 －

３．利益剰余金        

(1）利益準備金 －   9,633    

(2）その他利益剰余金        

別途積立金 －   1,200,000    

繰越利益剰余金 －   35,369    

利益剰余金合計  － －  1,245,003 9.5 －

４．自己株式  － －  △477 △0.0 －

株主資本合計  － －  2,557,950 19.5 －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 － －  16,904 0.1 －

２．繰延ヘッジ損益  － －  △7,477 △0.1 －

評価・換算差額等合計  － －  9,426 0.1 －

純資産合計  － －  2,567,377 19.6 －

負債純資産合計  － －  13,127,890 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．調剤売上高 23,134,143 25,984,564

２．その他売上高 144,890 23,279,033 100.0 154,255 26,138,819 100.0 2,859,786

Ⅱ　売上原価

１．調剤売上原価 21,151,713 24,415,200

２．その他売上原価 97,510 21,249,223 91.3 103,763 24,518,963 93.8 3,269,740

売上総利益 2,029,809 8.7 1,619,856 6.2 △409,953

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 189,323 166,281

２．給与手当 202,226 246,788

３．賞与 21,482 29,535

４．賞与引当金繰入額 17,523 15,631

５．退職給付費用 5,038 6,748

６．法定福利費 41,356 54,389

７．福利厚生費 10,539 12,410

８．交際費 53,784 51,670

９．旅費交通費 78,739 95,624

10．賃借料 152,292 147,771

11．支払手数料 81,612 87,917

12．顧問料 13,345 16,279

13．貸倒損失 20,557 9,239

14．貸倒引当金繰入額 12,000 13,750

15．その他 313,282 1,213,104 5.2 384,781 1,338,820 5.1 125,716

営業利益 816,705 3.5 281,035 1.1 △535,670

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 17,375 17,196

２．受取配当金 1,536 1,947

３．受取手数料 49,043 29,072

４．賃貸料収入 11,073 23,050

５．為替換算差益 11,088 －

６．雑収入 12,123 102,239 0.4 9,818 81,085 0.3 △21,154
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 77,840 80,789

２．社債利息 8,212 14,363

３．借入手数料 29,951 27,015

４．新株発行費償却 7,221 －

５. 株式交付費償却 － 7,221

６．社債発行費償却 12,207 7,543

７．為替換算差損 －   15,848    

８．雑損失 9,468 144,901 0.6 6,689 159,470 0.6 14,569

経常利益 774,043 3.3 202,651 0.8 571,392

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 10,000 10,000 0.0 349 349 0.0 △9,651

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 － 7,047

２．店舗整理損 5,072 67,437

３．投資有価証券売却損 － 17,004

４．減損損失 132,936 138,009 0.6 134,210 225,700 0.9 87,691

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

646,034 2.8 △22,699 △0.1 △668,733

法人税、住民税及び事
業税

407,900 115,367

法人税等調整額 △98,400 309,500 1.3 △26,337 89,029 0.3 △220,471

当期純利益又は
当期純損失（△）

336,534 1.4 △111,729 △0.4 △448,263

前期繰越利益 244,606 －  

当期未処分利益 581,141 －  

－ 42 －



調剤売上原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 16,233,250 76.7 18,508,379 75.8 2,275,129

Ⅱ　労務費 ※２ 3,207,115 15.2 3,695,066 15.1 487,951

Ⅲ　経費 ※３ 1,711,347 8.1 2,211,753 9.1 500,406

調剤売上原価 21,151,713 100.0 24,415,200 100.0 3,263,487

（脚注）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１ 調剤売上原価の算定方法 調剤売上原価は、各薬局店舗におけ
る調剤、販売に要した直接経費を示
しております。

同左

※２ 労務費には、次の引当金繰入額を
含んでおります。 　（千円） 　（千円）

賞与引当金繰入額 172,476 175,368

退職給付費用 54,171 64,041

※３ 主な経費の内訳は次のとおりであ
ります。 　（千円） 　（千円）

賃借料 620,149 795,273

旅費交通費 142,378 171,705

リース料 157,185 198,862

(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
（株主総会承認日

　　平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 581,141

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 54,042

２．任意積立金

（1）別途積立金 380,000 434,042

Ⅲ　次期繰越利益 147,098

－ 43 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

684,758 628,666 628,666 9,633 820,000 581,141 1,410,774 △477 2,723,721

事業年度中の変動額

別途積立金の積立     380,000 △380,000 －  －

剰余金の配当      △54,042 △54,042  △54,042

当期純利益      △111,729 △111,729  △111,729

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － －  380,000 △545,771 △165,771 － △165,771

平成19年３月31日　残高
（千円）

684,758 628,666 628,666 9,633 1,200,000 35,369 1,245,003 △477 2,557,950

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

5,081 － 5,081 2,728,803

事業年度中の変動額

別途積立金    －

剰余金の配当    △54,042

当期純利益    △111,729

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

11,823 △7,477 4,345 4,345

事業年度中の変動額合計
（千円）

11,823 △7,477 4,345 △161,426

平成19年３月31日　残高
（千円）

16,904 △7,477 9,426 2,567,377

－ 44 －


