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平成21年３月期 第１四半期決算短信 
平成20年８月５日 

 
上 場 会 社 名 株式会社アイロムホールディングス 上場取引所 東証第一部 
コ ー ド 番 号 ２３７２ ＵＲＬ http://www.irom-hd.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三宅 鐵宏   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 松島 正明 ＴＥＬ (03)5436-3148 
四半期報告書提出予定日 平成20年８月14日   

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 
(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 3,515 － △8 － 3 － △24 －
20年３月期第１四半期 3,058 3.8 △393 － △394 － △642 －

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 △26 21 －
20年３月期第１四半期 △686 72 －

 
(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

21年３月期第１四半期 26,313 14,341 54.2 15,249 51
20年３月期 26,763 14,436 53.6 15,351 59

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 14,260百万円 20年３月期 14,355百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年３月期 － 0 00 － 100 00 100 00 
21年３月期 － 
21年３月期(予想)  0 00 － 100 00

100 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期連結
累計期間 

6,800 － △200 － △205 － △205 － △219 22

通     期 15,300 11.5 400 － 340 － 200 － 213 87
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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４．その他 
 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 
  
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

 （注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  
  
(3) 四半期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（四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項等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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   
(4) 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) 21年３月期第１四半期 935,142株 20年３月期 935,142株
② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期 －株 20年３月期 －株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年３月期第１四半期 935,142株 20年３月期第１四半期 935,142株

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における当社グループを取り巻く環境は、世界的に主力の医薬品が特許切れを迎え

るいわゆる「2010年問題」及び国の医療費抑制策に加え、国内・海外製薬企業における企業統合の

動きが活発化するなかで、医薬品に対する研究開発費の増加により、SMO市場及びCRO市場は継続的

に拡大しております。また、ジェネリック医薬品の使用促進策である「処方箋様式の再変更」等の

制度変更及びDPC実施病院（急性期入院の包括払い制）の拡大により、ジェネリック医薬品の市場ニ

ーズは高まってきております。 

一方で、本年の4月から開始された医療保険者に対する40歳以上の被保険者及び配偶者を対象とし

た特定健康診査及び特定保健指導の義務化により、国民の健康管理やメタボリック・シンドローム

等の病気予防、QOLの向上に対する関心が高まっており、健康食品やサプリメント、抗加齢の分野に

おける市場は順調に拡大していくことが見込まれております。 

このような状況下におきまして、当社グループでは、SMO事業を核とした統合ヘルスケア事業ネッ

トワークの構築を企業目的とし、主軸であるSMO事業での事業拡大及び安定収益基盤の確立に加えて、

そのノウハウを活用したオリジナルブランド商品の販売及びヘルスケアの分野全体を対象とした事

業へ取り組みつつ、サービス・製品・商品の抜本的な見直しを推進してまいりました。この結果、

当第１四半期連結累計期間の売上高は3,515百万円（前年同期比14.9％増）となりました。利益面に

つきましては、前年同期と比較して大幅な改善傾向にあるものの、のれんの償却額72百万円の影響

により、営業損失は８百万円（前年同期は営業損失393百万円）、経常利益は３百万円（前年同期は

経常損失394百万円）、四半期純損失は24百万円（前年同期は四半期純損失642百万円）となりまし

た。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①SMO事業 

当事業におきましては、製薬企業における活発な研究開発が継続するなか、第Ⅰ相から第Ⅳ相

までの総合的な臨床試験支援体制の整備を進めたことで受注案件が順調に進捗しました。特に第

Ⅰ相の臨床試験が堅調に推移した結果、売上高は808百万円（前年同期比25.4％増）、営業利益は

166百万円（前年同期比244.2％増）となりました。 

 

②メディカルサポート事業 

当事業におきましては、既存のクリニックモールが順調に稼動したことに加え、医療機関の支

援事業からの収益が増加した結果、売上高は374百万円（前年同期比39.1％増）、営業利益は64百

万円（前年同期は営業損失18百万円)となりました。 

 

③人材コンサルティング事業 

当事業におきましては、薬事法の改正に伴い医療分野における専門的知識・経験を持った人材

の需要増が継続する中、首都圏及び関西地域へのドラッグストア・調剤薬局及び大手調剤薬局チ

ェーンへの薬剤師派遣が堅調に推移しました。その結果、売上高は102百万円（前年同期比0.1％
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減）、営業利益は16百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 

 

④医薬品等の販売事業 

当事業におきましては、地域に密着した健康情報の発信をテーマとし生活者と医療機関との結

びつきをコンセプトとした薬局「ファルマルシェ薬局」における既存店舗での安定収益の実現に

努めてまいりました。その結果、前期に実施した不採算店舗の統廃合により店舗数が減少したこ

とにより、売上高は992百万円（前年同期比4.3％減）となりました。利益面につきましては、改

善傾向にあるものの、のれんの償却額19百万円の影響により、営業損失は８百万円（前年同期は

営業損失105百万円)となりました。 

 

⑤医薬品等の製造販売事業 

当事業におきましては、医療用医薬品の製造販売及び他の医薬品メーカーからの製造受託が堅

調に推移したことに加え、特にDPC（急性期入院の包括払い制）実施病院への製品の採用が進んだ

結果、売上高は1,045百万円（前年同期比10.0％増）となりました。利益面につきましては、改善

傾向にあるものの、のれんの償却額50百万円の影響により、営業損失は39百万円（前年同期は営

業損失183百万円)となりました。 

 

⑥その他の事業 

当事業におきましては、前期における㈱アツクコーポレーションの子会社化によりCRO事業が好

調に推移し、期初から同社の売上が寄与した結果、売上高は192百万円（前年同期比251.4％増）、

営業利益は10百万円（前年同期は営業損失12百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は26,313百万円（前連結会計年度比1.7％減）とな

りました。これは、配当金の支払等により現金及び預金が679百万円減少したことによるものです。 

負債は11,971百万円（前連結会計年度比2.9％減）となりました。これは、短期借入金が438百

万円減少したこと等によるものです。 

純資産は14,341百万円（前連結会計年度比0.7％減）となりました。これは、利益剰余金が118

百万円減少したこと等によるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、営業活動により608百万円減少

し、投資活動により240百万円増加し、財務活動により311百万円減少した結果、現金及び現金同

等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高2,254百万円よりも680百万円減少し、

1,574百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、608百万円となりました。主な要因は、たな卸資産の増加
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215百万円、営業貸付金の増加163百万円、売上債権の増加92百万円等によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、240百万円となりました。主な要因は貸付金の回収299百万

円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、311百万円となりました。主な要因は短期借入金の返済213

百万円、配当金の支払65百万円等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

国内外での景気後退及び原材料高を背景とした国内消費の伸びの鈍化等、先行き厳しい状況が予

想されますが、現時点において、この状況が今後当社グループの業績に与える影響を予測すること

は困難であるため、平成20年５月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

４．その他 

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

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１.棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年

度末の実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

２.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(3) 四半期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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２. 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年
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７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これにより、売上総利益、経常利益はそれぞれ11百万円減少しており、また、営業利益、税

金等調整前四半期純利益もそれぞれ11百万円減少し、営業損失、税金等調整前四半期純損失と

なっております。 

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。 

３. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度から適用することができることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる、損益に与える影響はありません。 

 

② ①以外の変更 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,056  2,736

  受取手形及び売掛金 3,040  2,947

  営業貸付金 5,696  5,533

  商品 911  818

  製品 280  245

  原材料 135  114

  仕掛品 443  408

  販売用不動産 2,662  2,656

  その他 2,707  2,759

  貸倒引当金 △358  △510

  流動資産合計 17,576  17,710

 固定資産  

  有形固定資産 4,307  4,388

  無形固定資産 832  902

  投資その他の資産 3,997  4,011

  貸倒引当金 △399  △249

  固定資産合計 8,736  9,052

 資産合計 26,313  26,763

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,421  1,256

  短期借入金 7,011  7,449

  その他 2,270  2,473

  流動負債合計 10,703  11,179

 固定負債  

  退職給付引当金 411  401

  その他 857  746

  固定負債合計 1,268  1,147

 負債合計 11,971  12,327

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金 7,577  7,577

  利益剰余金 431  549

  株主資本合計 14,294  14,412

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △34  △57

  評価・換算差額等合計 △34  △57

 少数株主持分 80  80

 純資産合計 14,341  14,436

負債純資産合計 26,313  26,763
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  3,515

売上原価  2,419

売上総利益  1,096

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  281

 その他  823

 販売費及び一般管理費合計  1,104

営業損失（△）  △8

営業外収益  

 受取利息  13

 受取配当金  1

 その他  29

 営業外収益合計  44

営業外費用  

 支払利息  31

 その他  1

 営業外費用合計  32

経常利益  3

特別利益  

 貸倒引当金戻入益  0

 その他  0

 特別利益合計  0

特別損失  

 固定資産除却損  2

 前期損益修正損  1

 その他  0

 特別損失合計  4

税金等調整前四半期純損失（△）  △0

法人税、住民税及び事業税  10

法人税等調整額  13

法人税等合計  23

少数株主利益  0

四半期純損失（△）  △24
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純損失（△）  △0

 減価償却費  133

 のれん償却額  72

 受取利息及び受取配当金  △14

 支払利息  31

 売上債権の増減額(△は増加)  △92

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △215

 仕入債務の増減額(△は減少)  166

 賞与引当金の増減額(△は減少)  82

 営業貸付金の増減額(△は増加)  △163

 その他  △560

 小計  △560

 利息及び配当金の受取額  12

 利息の支払額  △32

 法人税等の支払額  △27

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △608

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出  △39

 無形固定資産の取得による支出  △23

 貸付金の回収による収入  299

 その他  3

 投資活動によるキャッシュ・フロー  240

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(△は減少)  △213

 長期借入金の返済による支出  △33

 配当金の支払額  △65

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △311

現金及び現金同等物に係る換算差額  0

現金及び現金同等物の増減額(△は減
少) 

 △680

現金及び現金同等物の期首残高  2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,574
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(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)

売上高    

(1)外部顧客に対
する売上高 

645 269  102 1,036 950 54 3,058  －  3,058 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 19  42 － 2 10 75  （75） － 

計 645 288  145 1,036 953 65 3,134  （75） 3,058 

営業利益又は営
業損失（△） 

48 △18  15 △105 △183 △12 △256  （136） △393 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(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)

売上高    

(1)外部顧客に対
する売上高 

808 374  102 992 1,045 192 3,515  －  3,515 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 16  26 0 1 1 46  （46） － 

計 808 390  128 992 1,047 193 3,562  （46） 3,515 

営業利益又は営
業損失（△） 

166 64  16 △8 △39 10 210  （218） △8 

（注） 当第１四半期連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が11百万円

減少しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書             （単位：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 3,058

Ⅱ 売上原価 2,284

   売上総利益 774

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,168

   営業損失(△) △393

営業外収益 31

営業外費用 32

   経常損失(△) △394

特別利益 15

特別損失 272

   税金等調整前四半期純損失(△) △651

   法人税、住民税及び事業税 31

   少数株主損失(△) △40

   四半期純損失(△) △642
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書      （単位：百万円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

区 分 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純損失(△) △651 

 売上債権の増減額 417 

 営業貸付金の増減額 △523 

 仕入債務の増減額 △105 

 前受金の増減額 222 

 その他 546 

    小計 △92 

 法人税等の支払額 △136 

 その他 △10 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △239 

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 △1,349 

 有形固定資産の取得による支出 △176 

 有形固定資産の売却による収入 614 

 その他 △52 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △963 

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 237 

 長期借入金の返済による支出 △1 

 その他 △65 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 170 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,031 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,400 

  

  

 

 


