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 平成 22 年３月 15 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス 
代表者名 代表取締役社長 三宅 鐵宏 
（コード番号 2372 東証第一部） 
問合せ先  

役 職 取締役 財経本部担当 

氏 名 小島 修一 
電 話 03-5436-3148 

 
 

（訂正）「平成 18 年３月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は平成 22 年３月 12 日付「過年度決算の訂正に関するお知らせ」を公表いたしましたとおり、

その具体的な訂正内容が確定いたしましたので別添のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表

示しております。 

 

記 

１. 訂正を行う平成 18 年３月期 中間決算短信（連結）の概要について 

決算期：平成 18 年３月期中間（平成 17 年４月１日～９月 30 日） 

公表日：平成 17 年 11 月 15 日 

 

以 上 
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平成 18 年３月期 中間決算短信（連結） 

 
１ページ 

【訂正前】 

１．17 年９月中間期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 17 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績 

 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円   ％

3,571     （127.5）

 1,569 （  4.0）

百万円   ％

  18   （△89.1） 

165   （△73.6）

百万円   ％

2  （△98.6） 

153  （△73.4） 

17 年３月期    5,773  1,680  1,653 
 

 
中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△） 

１株当たり中間（当期） 
純利益又は１株当たり 
中間純損失（△） 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円   ％

△15     （ ― ）

93   （ △67.9）

円   銭

△17   15 

 336 39 

円  銭

     ―   ― 

    319   45 

17 年３月期    894  1,027 77 976   03 
(注) 1．持分法投資損益    17 年９月中間期  ―百万円 16 年９月中間期 △９百万円  17 年３月期 △９百万円 

2．期中平均株式数(連結) 17 年９月中間期 921,011 株 16 年９月中間期 277,450 株 17 年３月期 832,350 株 

   3．会計処理の方法の変更 無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

【訂正後】 

１．17 年９月中間期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 17 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績 

 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円   ％

3,522     （124.4）

 1,569 （  4.0）

百万円   ％

 △31   （ ―  ）

165   （△73.6）

百万円   ％

△47 （ ―  ） 

 153 （△73.4） 

17 年３月期    4,594  505   478 
 

 
中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△） 

１株当たり中間（当期） 
純利益又は１株当たり 
中間純損失（△） 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円   ％

47   （   49.3）

93   （ △67.9）

円   銭

  51   31 

 336 39 

円  銭

     48   81 

    319   45 

17 年３月期    △84  101 21 96   11 
(注) 1．持分法投資損益    17 年９月中間期  ―百万円 16 年９月中間期 △９百万円  17 年３月期 △９百万円 

2．期中平均株式数(連結) 17 年９月中間期 921,011 株 16 年９月中間期 277,450 株 17 年３月期 832,350 株 

   3．会計処理の方法の変更 無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
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１ページ 

【訂正前】 

 (2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円 

 24,290 

 8,425 

百万円

 15,903 

 5,687 

％ 

 65.5 

 67.5 

円  銭

 17,024    67 

 20,498 10 

 17 年３月期    9,559  6,489  67.9  7,597 94 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17 年９月中間期  934,117 株 16 年９月中間期 277,450 株 17 年３月期 832,350 株 

 

【訂正後】 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円 

 24,059 

 8,425 

百万円

 14,987 

 5,687 

％ 

 62.3 

 67.5 

円  銭

 16,044    44 

 20,498 10 

 17 年３月期    8,301  5,511  66.4  6,621 26 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17 年９月中間期  934,117 株 16 年９月中間期 277,450 株 17 年３月期 832,350 株 

 

１ページ 

【訂正前】 

 (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 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円 

 △2,841 

 △997 

百万円

 △2,285 

 △713 

百万円 

 10,177 

 1,128 

百万円

 6,461 

 1,702 

 17 年３月期    159  △1,812  778  1,408 

 

【訂正後】 

(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 

 

17 年９月中間期 

16 年９月中間期 

百万円 

 △2,870 

 △997 

百万円

 △2,386 

 △713 

百万円 

 10,308 

 1,128 

百万円

 6,461 

 1,702 

 17 年３月期    159  △1,812  778  1,408 
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７ページ 
【訂正前】 
３【経営成績及び財政状態】 
 
（１）経営成績 
① 中間連結会計期間の概況 
（中略） 
   当社グループにおきましては、このような環境の中で更なる受注の拡大及び事業の拡大に努めてまいりました。ま

た、㈱ヒノミ薬品及び小林製薬工業㈱の子会社化を行った結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 3,571 百万円

（前年同期比 127.5％増）となりましたが、子会社化によるグループ拡大に伴う費用発生や、事業拡大・販売体制の

強化に伴う販売費及び一般管理費の増加により、営業利益 18 百万円（前年同期比 89.1％減）、経常利益２百万円（前

年同期比 98.6％減）、中間純損失 15 百万円（前年同期は中間純利益 93 百万円）となりました。 

（中略） 
 ② 事業の種類別セグメントの状況 

（中略） 
  SMO 事業 

   当事業におきましては、沖縄県への進出等、全国展開の強化により提携医療機関を拡大するとともに、医薬品のみ

ならず健康食品やサプリメント等の臨床試験の受託にも注力する等、受注の増加に努めました結果、売上高 906 百万

円（前年同期比 9.0％増）となりましたが、競争激化によるプロジェクト毎の原価率の上昇等により、営業利益 381

百万円（前年同期比 20.3％減）となりました。 

 

（中略） 
 
【訂正後】 
（１）経営成績 
① 中間連結会計期間の概況 

（中略） 
   当社グループにおきましては、このような環境の中で更なる受注の拡大及び事業の拡大に努めてまいりました。ま

た、㈱ヒノミ薬品及び小林製薬工業㈱の子会社化を行った結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 3,522 百万円

（前年同期比 124.4％増）となりましたが、子会社化によるグループ拡大に伴う費用発生や、事業拡大・販売体制の

強化に伴う販売費及び一般管理費の増加により、営業損失 31 百万円（前年同期は営業利益 165 百万円）、経常損失

47 百万円（前年同期は経常利益 153 百万円）、中間純利益 47 百万円（前年同期比 49.3％減）となりました。 

（中略） 
 ② 事業の種類別セグメントの状況 

（中略） 
  SMO 事業 

   当事業におきましては、沖縄県への進出等、全国展開の強化により提携医療機関を拡大するとともに、医薬品のみ

ならず健康食品やサプリメント等の臨床試験の受託にも注力する等、受注の増加に努めました結果、売上高 857 百万

円（前年同期比 3.2％増）となりましたが、競争激化によるプロジェクト毎の原価率の上昇等により、営業利益 343

百万円（前年同期比 28.2％減）となりました。 

（中略） 
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７～８ページ 

【訂正前】 

（２）財政状態 

    当中間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 2,841 百万円減少し、投資活動により

2,285 百万円減少し、財務活動により 10,177 百万円増加した結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、期首残高 1,408 百万円よりも 5,052 百万円増加し、6,461 百万円となりました。 

    当中間連結会計期間におけるキャッシュ・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） 

   営業活動の結果使用した資金は、2,841 百万円（前年同期比 184.9％増）となりました。 

   主な要因は、売上債権の減少 1,408 百万円があった一方、営業貸付金の増加 2,752 百万円や、法人税等の支払 752

百万円等があっ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） 

   投資活動の結果使用した資金は、2,285 百万円（前年同期比 220.4％増）となりました。 

   主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 2,031 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） 

   財務活動の結果得られた資金は、10,177 百万円（前年同期比 801.5％増）となりました。 

   主な要因は、株式の発行による収入 9,504 百万円によるものであります。 
 

  キャッシュ・フロー指標 

 平成 15 年 

９月中間期 

平成 16 年 

３月期 

平成 16 年

９月中間期

平成 17 年

３月期 

平成 17 年 

９月中間期 

自己資本比率 （％） 27.6 79.3 67.5 67.9 65.5 

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
  －  1,012.2 668.5 940.4 305.3 

債務償還年数 （年） － － － 4.5 ― 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
－ － － 7.9 ― 

（注）1. 自己資本比率：自己資本/総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

3. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

4.  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 

   5.  各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

   6. 営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・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、中間連結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す

べての負債を対象としております。 

   7. 当社は、平成 15 年 10 月 10 日をもってジャスダック市場に株式を公開いたしましたので、平成 15 年９月中

間期の時価ベースの自己資本比率については記載しておりません。 

    8. 平成 15 年度９月中間期、平成 16 年３月期、平成 16 年９月中間期及び平成 17 年９月中間期は、営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスであるため債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオを記載し

ておりません。 
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【訂正後】 

（２）財政状態 

    当中間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 2,870 百万円減少し、投資活動により

2,386 百万円減少し、財務活動により 10,308 百万円増加した結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、期首残高 1,408 百万円よりも 5,052 百万円増加し、6,461 百万円となりました。 

    当中間連結会計期間におけるキャッシュ・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） 

   営業活動の結果使用した資金は、2,870 百万円（前年同期比 187.9％増）となりました。 

   主な要因は、売上債権の減少 579 百万円があった一方、営業貸付金の増加 2,752 百万円や、法人税等の支払 768

百万円等があっ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） 

   投資活動の結果使用した資金は、2,386 百万円（前年同期比 234.5％増）となりました。 

   主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 2,090 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） 

   財務活動の結果得られた資金は、10,308 百万円（前年同期比 813.1％増）となりました。 

   主な要因は、株式の発行による収入 9,504 百万円によるものであります。 
 

  キャッシュ・フロー指標 

 平成 15 年 

９月中間期 

平成 16 年 

３月期 

平成 16 年

９月中間期

平成 17 年

３月期 

平成 17 年 

９月中間期 

自己資本比率 （％） 27.6 79.3 67.5 66.4 62.3 

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
  －  1,012.2 668.5 940.4 305.3 

債務償還年数 （年） － － － 5.0 ― 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
－ － － 7.1 ― 

（注）1. 自己資本比率：自己資本/総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

3. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

4.  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 

   5.  各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

   6. 営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・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、中間連結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す

べての負債を対象としております。 

   7. 当社は、平成 15 年 10 月 10 日をもってジャスダック市場に株式を公開いたしましたので、平成 15 年９月中

間期の時価ベースの自己資本比率については記載しておりません。 

    8. 平成 15 年度９月中間期、平成 16 年３月期、平成 16 年９月中間期及び平成 17 年９月中間期は、営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスであるため債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオを記載して

おりません。 
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10 ページ 

【訂正前】 

（４）事業等のリスク 
（中略） 

⑫ 業績の下期偏重について 

当社グループ及び当社におきましては、SMO 事業での製薬企業等との契約内容等により、従来、下期偏重の経

営成績となっております。現状締結見込の契約も同様の内容となる予定でありますが、今後も同様の傾向が続き、

売上高が翌期にずれこむ場合、当社グループ及び当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

なお、平成 16 年３月期、平成 17 年３月期における上半期、下半期の経営成績は以下のとおりです。 

（中略） 

平成 17 年３月期 

(1) 連結 

(単位：千円) 

平成17年３月期 
 項目 

上期 下期 通期 

1,569,773 4,203,412 5,773,185売上高 
(構成比) （27.2％） （72.8％） （100.0％）

165,776 1,514,815 1,680,591営業利益 
(構成比) （ 9.9％） （90.1％） （100.0％）

153,885 1,499,531 1,653,417経常利益 
(構成比) （ 9.3％） （90.7％） （100.0％）

 

(2) 単体 

(単位：千円) 

平成17年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

953,939 2,378,130 3,332,070売上高 
(構成比) （28.6％） （71.4％） （100.0％）

94,440 1,347,313 1,441,753営業利益 
(構成比) （ 6.6％） （93.4％） （100.0％）

105,780 1,354,148 1,459,928経常利益 
(構成比) （ 7.2％） （92.8％） （100.0％）
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【訂正後】 

（４）事業等のリスク 
（中略） 

⑫ 業績の下期偏重について 

当社グループ及び当社におきましては、SMO 事業での製薬企業等との契約内容等により、従来、下期偏重の経

営成績となっております。現状締結見込の契約も同様の内容となる予定でありますが、今後も同様の傾向が続き、

売上高が翌期にずれこむ場合、当社グループ及び当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

なお、平成 16 年３月期、平成 17 年３月期における上半期、下半期の経営成績は以下のとおりです。 

（中略） 

平成 17 年３月期 

(1) 連結 

(単位：千円) 

平成17年３月期 
 項目 

上期 下期 通期 

1,569,773 3,024,900 4,594,673売上高 
(構成比) （34.2％） （65.8％） （100.0％）

165,776 339,484 505,260営業利益 
(構成比) （32.8％） （67.2％） （100.0％）

153,885 324,201 478,086経常利益 
(構成比) （32.2％） （67.8％） （100.0％）

 

(2) 単体 

(単位：千円) 

平成17年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

953,939 1,199,619 2,153,558売上高 
(構成比) （44.3％） （55.7％） （100.0％）

94,440 171,982 266,422営業利益 
(構成比) （35.4％） （64.6％） （100.0％）

105,780 178,817 284,597経常利益 
(構成比) （37.2％） （62.8％） （100.0％）

 



- 9 - 
 

12～13ページ 

【訂正前】 

４【中間連結財務諸表等】 
(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,702,122 6,461,061  1,408,620

２ 受取手形及び売掛金   1,374,881 2,596,521  2,493,184

３ 営業貸付金   1,002,203 3,272,401  559,565

４ 商品   13,305 725,757  33,981

５ 製品   ― 269,269  ―

６ 原材料   ― 104,942  ―

７ 仕掛品   167,261 557,295  212,795

８ 販売用不動産   1,186,472 46,090  ―

９ その他   228,944 1,046,203  600,621

貸倒引当金   △16,764 △27,705  △28,082

流動資産合計   5,658,426 67.2 15,051,837 62.0  5,280,686 55.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物   ― 1,829,061  1,124,784

(2) 土地   366,756 2,549,604  758,437

(3) その他 ※１  512,951 639,397  224,408

有形固定資産合計   879,707 10.4 5,018,064 20.7  2,107,630 22.1

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定   ― 1,369,451  ―

(2) その他   8,870 48,199  8,447

無形固定資産合計   8,870 0.1 1,417,651 5.8  8,447 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   807,695 1,268,652  1,286,663

(2) 長期前払費用   449,600 ―  ―

(3) その他   621,069 1,534,684  875,990

投資その他の 
資産合計 

  1,878,365 22.3 2,803,336 11.5  2,162,653 22.6

固定資産合計   2,766,943 32.8 9,239,052 38.0  4,278,732 44.8

資産合計   8,425,369 100.0 24,290,890 100.0  9,559,418 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   293,939 1,379,071  296,696

 ２ 短期借入金   1,150,000 3,224,567  800,000

 ３ 一年内長期借入金   ― 62,295  ―

 ４ 未払法人税等   66,454 76,546  781,453

 ５ 賞与引当金   9,910 66,385  6,381

 ６ 前受金   613,805 645,477  556,947

 ７ その他   449,861 866,535  382,872

  流動負債合計   2,583,971 30.7 6,320,879 26.0  2,824,350 29.6

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   ― 738,600  ―

 ２ 退職給付引当金   ― 443,650  ―

 ３ その他   145,407 576,441  232,754

  固定負債合計   145,407 1.7 1,758,691 7.2  232,754 2.4

  負債合計   2,729,378 32.4 8,079,571 33.2  3,057,105 32.0

(少数株主持分)    

  少数株主持分   8,792 0.1 308,285 1.3  12,403 0.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,500,321 17.8 6,278,724 25.8  1,500,321 15.7

Ⅱ 資本剰余金   2,791,321 33.1 7,569,724 31.2  2,791,321 29.2

Ⅲ 利益剰余金   1,392,827 16.5 2,055,926 8.5  2,193,958 23.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,728 0.1 △1,342 △0.0  4,309 0.0

  資本合計   5,687,198 67.5 15,903,033 65.5  6,489,910 67.9

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

  8,425,369 100.0 24,290,890 100.0  9,559,418 100.0
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【訂正後】 

４【中間連結財務諸表等】 
(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,702,122 6,461,061  1,408,620

２ 受取手形及び売掛金   1,374,881 2,187,514  1,255,746

３ 営業貸付金   1,002,203 3,272,401  559,565

４ 商品   13,305 725,757  33,981

５ 製品   ― 269,269  ―

６ 原材料   ― 104,942  ―

７ 仕掛品   167,261 557,295  212,795

８ 販売用不動産   1,186,472 46,090  ―

９ その他   228,944 1,230,466  579,905

貸倒引当金   △16,764 △27,705  △28,082

流動資産合計   5,658,426 67.2 14,827,093 61.6  4,022,532 48.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※１,２  ― 1,829,061  1,124,784

(2) 土地 ※２  366,756 2,549,604  758,437

(3) その他 ※１  512,951 639,397  224,408

有形固定資産合計   879,707 10.4 5,018,064 20.9  2,107,630 25.4

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定   ― 1,369,451  ―

(2) その他   8,870 48,199  8,447

無形固定資産合計   8,870 0.1 1,417,651 5.9  8,447 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   807,695 1,268,652  1,286,663

(2) 長期前払費用   449,600 ―  430,365

(3) その他   621,069 1,528,619  445,625

貸倒引当金   ― △119  ―

投資その他の 
資産合計 

  1,878,365 22.3 2,797,152 11.6  2,162,653 26.0

固定資産合計   2,766,943 32.8 9,232,868 38.4  4,278,732 51.5

資産合計   8,425,369 100.0 24,059,961 100.0  8,301,264 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   293,939 1,102,954  296,696

 ２ 短期借入金   1,150,000 3,224,567  800,000

 ３ 一年内長期借入金   ― 62,295  ―

 ４ 未払法人税等   66,454 57,968  502,002

 ５ 賞与引当金   9,910 66,385  6,381

 ６ 前受金   613,805 645,477  556,947

 ７ その他   449,861 1,847,519  382,872

  流動負債合計   2,583,971 30.7 7,007,168 29.1  2,544,899 30.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   ― 738,600  ―

 ２ 退職給付引当金   ― 443,650  ―

 ３ 役員退職慰労引当金   ― 8,425  ―

 ４ その他   145,407 568,016  232,754

  固定負債合計   145,407 1.7 1,758,691 7.3  232,754 2.8

  負債合計   2,729,378 32.4 8,765,860 36.4  2,777,654 33.5

(少数株主持分)    

  少数株主持分   8,792 0.1 306,712 1.3  12,403 0.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,500,321 17.8 6,278,724 26.1  1,500,321 18.1

Ⅱ 資本剰余金   2,791,321 33.1 7,569,724 31.5  2,791,321 33.6

Ⅲ 利益剰余金   1,392,827 16.5 1,140,281 4.7  1,215,255 14.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,728 0.1 △1,342 △0.0  4,309 0.1

  資本合計   5,687,198 67.5 14,987,388 62.3  5,511,207 66.4

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

  8,425,369 100.0 24,059,961 100.0  8,301,264 100.0
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14 ページ 

【訂正前】 

②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,569,773 100.0 3,571,551 100.0  5,773,185 100.0

Ⅱ 売上原価   842,532 53.7 2,391,222 67.0  2,835,294 49.1

   売上総利益   727,240 46.3 1,180,329 33.0  2,937,891 50.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  237,689 221,939 476,753 

 ２ 給料手当及び賞与  83,089 307,069 231,300 

 ３ 賞与引当金繰入額  4,053 5,624 2,635 

 ４ 退職給付費用  ― 1,526 ― 

 ５ 賃借料  45,400 195,278 93,250 

 ６ 貸倒引当金繰入額  14,750 ― 26,067 

 ７ その他  176,480 561,464 35.7 430,856 1,162,296 32.5 427,292 1,257,300 21.8

   営業利益   165,776 10.6 18,032 0.5  1,680,591 29.1

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,606 3,790 5,272 

 ２ 受取配当金  ― 53,997 20,082 

  ３ 投資有価証券売却益  2,735 2,284 ― 

 ４ 連結調整勘定償却  1,924 ― ― 

 ５ その他  7,116 14,383 0.9 15,986 76,058 2.1 12,711 38,066 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  4,144 14,982 22,621 

 ２ 支払手数料  7,191 5,032 11,420 

 ３ 新株発行費  4,874 52,006 15,142 

 ４ 持分法による 
   投資損失 

 9,181 ― 9,181 

 ５ その他  882 26,274 1.7 19,973 91,994 2.6 6,875 65,240 1.1

   経常利益   153,885 9.8 2,095 0.0  1,653,417 28.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 1,767 ― 

 ２ 会員権売却益  ― ― ― ― 1,767 0.0 2,966 2,966 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※１ ― ― 7,018 

 ２ 固定資産除却損 ※２ ― 2,450 ― 

 ３ 会員権売却損  ― ― ― ― 2,450 0.0 433 7,452 0.1

   税金等調整前中間（当期）
純利益 

  153,885 9.8 1,412 0.0  1,648,931 28.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 55,171 54,345 788,092 

   法人税等調整額  6,784 61,956 3.9 △49,780 4,565 0.1 △35,831 752,261 13.0

      少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

  △1,402 △0.0 12,643 0.3  2,208 0.0

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△） 

  93,331 5.9 △15,796 △0.4  894,462 15.5
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【訂正後】 

②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,569,773 100.0 3,522,563 100.0  4,594,673 100.0

Ⅱ 売上原価   842,532 53.7 2,391,222 67.9  2,835,294 61.7

   売上総利益   727,240 46.3 1,131,341 32.1  1,759,379 38.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  237,689 221,939 476,753 

 ２ 給料手当及び賞与  83,089 307,069 231,300 

 ３ 賞与引当金繰入額  4,053 5,624 2,635 

 ４ 退職給付費用  ― 1,526 ― 

 ５ 賃借料  45,400 195,278 93,250 

 ６ 貸倒引当金繰入額  14,750 ― 26,067 

 ７ その他  176,480 561,464 35.7 431,479 1,162,919 33.0 424,111 1,254,119 27.3

   営業利益   165,776 10.6 △31,578 0.9  505,260 11.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,606 3,790 5,272 

 ２ 受取配当金  ― 53,997 20,082 

  ３ 投資有価証券売却益  2,735 2,284 ― 

 ４ 連結調整勘定償却  1,924 ― ― 

 ５ その他  7,116 14,383 0.9 15,986 76,058 2.2 12,711 38,066 0.8

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  4,144 14,982 22,621 

 ２ 支払手数料  7,191 5,032 11,420 

 ３ 新株発行費  4,874 52,006 15,142 

 ４ 持分法による 
   投資損失 

 9,181 ― 9,181 

 ５ その他  882 26,274 1.7 19,973 91,994 2.6 6,875 65,240 1.4

   経常利益   153,885 9.8 △47,514 1.3  478,086 10.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 1,767 ― 

２ 会員権売却益  ― ― 2,966 

 ３ 雑収入  ― ― ― 172,550 174,317 4.9 ― 2,966 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※１ ― ― 7,018 

 ２ 固定資産除却損 ※２ ― 2,450 ― 

 ３ 会員権売却損  ― ― 433 

 ４ 雑損失  ― ― ― ― 2,450 0.1 58,925 66,377 1.5

   税金等調整前中間（当期）
純利益 

  153,885 9.8 124,352 3.5  414,675 9.0

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 55,171 108,429 511,822 

   法人税等調整額  6,784 61,956 3.9 △42,408 66,020 1.9 △15,115 496,707 10.8

      少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

  △1,402 △0.0 11,071 0.3  2,208 0.0

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△） 

  93,331 5.9 47,260 1.3  △84,240 △1.8
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15 ページ 

【訂正前】     

③【中間連結剰余金計算書】   

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

 Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,791,321 2,791,321  2,791,321

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   増資による新株式の発行  － － 4,778,403 4,778,403 ― ―

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 2,791,321 7,569,724  2,791,321

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,365,441 2,193,958  1,365,441

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△） 

 93,331 93,331 △15,796 △15,796 894,462 894,462

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   配当金  27,745 83,235  27,745 

   役員賞与  38,200 65,945 39,000 122,235 38,200 65,945

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 1,392,827 2,055,926  2,193,958

    

 
【訂正後】    

③【中間連結剰余金計算書】   

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

 Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,791,321 2,791,321  2,791,321

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   増資による新株式の発行  － － 4,778,403 4,778,403 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 2,791,321 7,569,724  2,791,321

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,365,441 1,215,255  1,365,441

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△） 

 93,331 93,331 47,260 47,260 － －

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   配当金  27,745 83,235  27,745 

   役員賞与  38,200 39,000  38,200 

   当期純損失  － 65,945 － 122,235 84,200 150,185

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 1,392,827 1,140,281  1,215,255
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16～17ページ 

【訂正前】 

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益 

 153,885 1,412 1,648,931

 ２ 減価償却費  12,037 36,385 31,113

 ３ 連結調整勘定償却額  △1,421 29,521 △1,421

 ４ 貸倒引当金の増減額  14,750 △1,767 26,067

 ５ 賞与引当金の増減額  2,928 8,590 △600

 ６ 受取利息及び受取配当金  △3,106 △57,787 △25,354

 ７ 支払利息  4,144 14,982 22,621

 ８ 為替差損益  △1,695 △1,329 △576

 ９ 固定資産除却損  ― 2,450 ―

 10 持分法による投資損失  9,181 ― 9,181

 11 売上債権の増減額  △569,872 1,408,200 △1,688,175

 12 営業貸付金の増減額  △485,580 △2,752,844 △42,941

 13 仕掛品の増減額  △76,196 △154,414 △121,730

 14 仕入債務の増減額  182,629 △318,704 185,385

 15 前受金の増減額  184,126 88,530 127,268

 16 役員賞与の支払額  △38,200 △39,000 △38,200

 17 その他  60,215 △397,163 470,745

    小計  △552,174 △2,132,938 602,312

 18 利息及び配当金の受取額  4,099 59,127 25,448

 19 利息の支払額  △4,144 △14,579 △22,621

 20 法人税等の支払額  △444,925 △752,628 △445,307

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △997,145 △2,841,018 159,833
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 有形固定資産の取得による 
   支出 

 △134,101 △340,566 △1,025,286

 ２ 無形固定資産の取得による 
   支出 

 △6,217 ― △6,217

 ３ 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △230,000 △395,205 △1,042,519

 ４ 投資有価証券の売却による 
   収入 

 21,138 415,159 356,981

 ５ 貸付による支出  △5,090 △3,663 △10,100

 ６ 貸付金の回収による収入  549 16,098 1,435

 ７ 出資金の払込による支出  △200,000 ― ―

８  連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
収入（△支出） 

 23,405 △2,031,974 23,405

 ９ 長期前払費用の増加による 
   支出 

 △105,000 0 △105,000

 10 その他  △77,998 54,699 △5,304

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △713,313 △2,285,453 △1,812,605

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  1,150,000 1,165,522 800,000

 ２ 長期借入金の借入による 
収入 

 ― 785,000 ―

 ３ 長期借入金の返済による 
支出 

 ― △1,195,544 ―

 ４ 株式の発行による収入  ― 9,504,801 ―

 ５ 少数株主からの払込による 
   収入 

 6,370 ― 6,370

 ６ 配当金の支払額  △27,412 △82,196 △27,481

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 1,128,957 10,177,582 778,888

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 1,695 1,329 576

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △579,805 5,052,440 △873,307

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 2,281,928 1,408,620 2,281,928

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,702,122 6,461,061 1,408,620
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【訂正後】 

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益 

 153,885 124,352 414,675

 ２ 減価償却費  12,037 36,385 31,113

 ３ 連結調整勘定償却額  △1,421 29,521 △1,421

 ４ 貸倒引当金の増減額  14,750 △1,767 26,067

 ５ 賞与引当金の増減額  2,928 8,590 △600

 ６ 受取利息及び受取配当金  △3,106 △57,787 △25,354

 ７ 支払利息  4,144 14,982 22,621

 ８ 為替差損益  △1,695 △1,329 △576

 ９ 固定資産除却損  ― 2,450 ―

 10 持分法による投資損失  9,181 ― 9,181

 11 売上債権の増減額  △569,872 579,770 △450,737

 12 営業貸付金の増減額  △485,580 △2,752,844 △42,941

 13 仕掛品の増減額  △76,196 ― △121,730

 14 たな卸資産の増減額  ― △208,583 ―

 15 仕入債務の増減額  182,629 △318,704 185,385

 16 前受金の増減額  184,126 88,530 127,268

 17 役員賞与の支払額  △38,200 △39,000 △38,200

 18 その他  60,215 348,879 467,563

    小計  △552,174 △2,146,554 602,312

 18 利息及び配当金の受取額  4,099 59,127 25,448

 19 利息の支払額  △4,144 △14,579 △22,621

 20 法人税等の支払額  △444,925 △768,590 △445,307

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △997,145 △2,870,597 159,833
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 有形固定資産の取得による 
   支出 

 △134,101 △340,566 △1,025,286

 ２ 無形固定資産の取得による 
   支出 

 △6,217 ― △6,217

 ３ 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △230,000 △395,205 △1,042,519

 ４ 投資有価証券の売却による 
   収入 

 21,138 415,159 356,981

 ５ 貸付による支出  △5,090 △134,152 △10,100

 ６ 貸付金の回収による収入  549 16,098 1,435

 ７ 出資金の払込による支出  △200,000 ― ―

８  連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
収入（△支出） 

 23,405 △2,031,974 23,405

 ９ 長期前払費用の増加による 
   支出 

 △105,000 0 △105,000

 10 その他  △77,998 84,278 △5,304

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △713,313 △2,386,363 △1,812,605

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  1,150,000 1,165,522 800,000

 ２ 長期借入金の借入による 
収入 

 ― 785,000 ―

 ３ 長期借入金の返済による 
支出 

 ― △1,065,056 ―

 ４ 株式の発行による収入  ― 9,504,801 ―

 ５ 少数株主からの払込による 
   収入 

 6,370 ― 6,370

 ６ 配当金の支払額  △27,412 △82,196 △27,481

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 1,128,957 10,308,071 778,888

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 1,695 1,329 576

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △579,805 5,052,440 △873,307

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 2,281,928 1,408,620 2,281,928

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,702,122 6,461,061 1,408,620
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18 ページ 

【修正前】 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、エー・ダブリュー・アイ・

メディカルサポート㈱、アイロ

ム・プロスタッフ㈱、㈲アイ・

エム・ファンド、㈱トリモの６

社であります。 

上記のうち、アイロム・プロ

スタッフ㈱、㈲アイ・エム・フ

ァンドについては、当中間連結

会計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めてお

ります。 

また、㈱トリモについては、

新たに株式を取得したことによ

り、連結の範囲に含めておりま

す。 

さらに、エー・ダブリュー・

アイ・メディカルサポート㈱に

ついては、当社が同社株式を追

加取得し連結子会社となったた

め、持分法の適用から除外し連

結の範囲に含めております。 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、㈱アゾーニング、アイロム・

プロスタッフ㈱、㈲アイ・エム・

ファンド、㈱トリモ、㈱ヒノミ

薬品、小林製薬工業㈱、㈱シニ

アライフプランの９社でありま

す。 

上記のうち、㈱ヒノミ薬品、

小林製薬工業㈱、㈱シニアライ

フプランについては、当中間連

結会計期間において新たに株式

を取得したことにより、連結の

範囲に含めております。 

また、㈱アゾーニングについ

ては、平成17年6月28日付で㈱ア

イロムメディカルサポートより

商号変更しております。 

 

 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、㈱アイロムメディカルサポ

ート、アイロム・プロスタッフ

㈱、㈲アイ・エム・ファンド、

㈱トリモの６社であります。 

上記のうち、アイロム・プロ

スタッフ㈱、㈲アイ・エム・フ

ァンドについては、当連結会計

年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

また、㈱トリモについては、

新たに株式を取得したことによ

り、連結の範囲に含めておりま

す。 

さらに、㈱アイロムメディカ

ルサポートについては、当社が

同社株式を追加取得し連結子会

社となったため、持分法の適用

から除外し連結の範囲に含めて

おります。なお、平成16年11月

19日付でエー・ダブリュー・ア

イ・メディカルサポート㈱より

社名変更しております。 
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【修正後】 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、エー・ダブリュー・アイ・

メディカルサポート㈱、アイロ

ム・プロスタッフ㈱、㈲アイ・

エム・ファンド、㈱トリモの６

社であります。 

上記のうち、アイロム・プロ

スタッフ㈱、㈲アイ・エム・フ

ァンドについては、当中間連結

会計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めてお

ります。 

また、㈱トリモについては、

新たに株式を取得したことによ

り、連結の範囲に含めておりま

す。 

さらに、エー・ダブリュー・

アイ・メディカルサポート㈱に

ついては、当社が同社株式を追

加取得し連結子会社となったた

め、持分法の適用から除外し連

結の範囲に含めております。 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、㈱アゾーニング、アイロム・

プロスタッフ㈱、㈲アイ・エム・

ファンド、㈱トリモ、㈱ヒノミ

薬品、小林製薬工業㈱、㈱シニ

アライフプランの９社でありま

す。 

上記のうち、㈱ヒノミ薬品、

小林製薬工業㈱、㈱シニアライ

フプランについては、当中間連

結会計期間において新たに株式

を取得したことにより、連結の

範囲に含めております。 

また、㈱アゾーニングについ

ては、平成17年6月28日付で㈱ア

イロムメディカルサポートより

商号変更しております。 

 

  （注）小林製薬工業㈱は平成17

年７月29日、㈱シニアライフプ

ランは平成17年７月13日の株

式取得に伴い当中間連結会計

期間より連結子会社となりま

した。なお、みなし取得日を当

中間連結会計期間末としてい

るため、当中間連結会計期間は

中間貸借対照表のみを連結し

ております。 

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。 

   当該連結子会社は、㈱ウッズ

スタッフ、㈱アイロムメディッ

ク、㈱アイロムメディカルサポ

ート、アイロム・プロスタッフ

㈱、㈲アイ・エム・ファンド、

㈱トリモの６社であります。 

上記のうち、アイロム・プロ

スタッフ㈱、㈲アイ・エム・フ

ァンドについては、当連結会計

年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

また、㈱トリモについては、

新たに株式を取得したことによ

り、連結の範囲に含めておりま

す。 

さらに、㈱アイロムメディカ

ルサポートについては、当社が

同社株式を追加取得し連結子会

社となったため、持分法の適用

から除外し連結の範囲に含めて

おります。なお、平成16年11月

19日付でエー・ダブリュー・ア

イ・メディカルサポート㈱より

社名変更しております。 
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25 ページ 

【訂正前】 

 

注記事項   

(中間連結貸借対照表関係)   

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 45,818千円
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,476,765千円

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 61,094千円
 

 ２    ――――― ２ 債務保証 

保証先 金 額 内 容 

内田 叔宏 873,200千円 リース債務・借入債務

名富 仁美 182,566千円 借入債務

    計 1 , 0 5 5 , 7 6 6 千 円 ― 
 

 ２ 債務保証 

保証先 金 額 内 容 

名富 仁美 190,236千円 借入債務

内田 叔宏 187,023千円 リース債務

    計 377,260千円 ― 
 

 ３ 当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

   当中間連結会計期間末にお

ける貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は、次

のとおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 ―千円

 差引額 1,500,000千円

 ３    ―――――  ３ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と貸

出コミットメント契約を締結し

ております。 

   当連結会計年度における貸出

コミットメントに係る借入金未

実行残高等は、次のとおりであり

ます。 

貸出コミット 
メントの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 ―千円

 差引額 1,500,000千円
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【訂正後】 

 

注記事項   

(中間連結貸借対照表関係)   

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 45,818千円
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,476,765千円

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 61,094千円
 

※２    ――――― 

 

※２ 担保に供している資産 

建物及び構築物 304,362千円 

土地 435,281千円 

計 739,643千円 

 上記物件は、一年内返済予定長期

借入金29,400千円、長期借入金

731,100千円の担保に供しておりま

す。 

※２    ――――― 

 ３    ―――――  ３ 債務保証 

保証先 金 額 内 容 

内田 叔宏 873,200千円 リース債務・借入債務

名富 仁美 182,566千円 借入債務

    計 1,055,766千円 ― 
 

 ３ 債務保証 

保証先 金 額 内 容 

名富 仁美 190,236千円 借入債務

内田 叔宏 187,023千円 リース債務

    計 377,260千円 ― 
 

 ４ 当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

   当中間連結会計期間末にお

ける貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は、次

のとおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 ―千円

 差引額 1,500,000千円

 ４    ―――――  ４ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と貸

出コミットメント契約を締結し

ております。 

   当連結会計年度における貸出

コミットメントに係る借入金未

実行残高等は、次のとおりであり

ます。 

貸出コミット 
メントの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 ―千円

 差引額 1,500,000千円
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25 ページ 

【訂正前】 
 

(中間連結損益計算書関係)   

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１    ――――― ※１    ――――― ※１ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

(車輌運搬具) 7,018千円
 

※２    ――――― ※２ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

   （建物付属設備）  2,334千円

   （工具器具備品）    116千円

※２    ――――― 

 
【訂正後】 

(中間連結損益計算書関係)   

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１    ――――― 

 

※１ 主に、売上取引の訂正に伴い、

当社に入金した金額を収益として計

上しているものであります。 

※１    ――――― 

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

(車輌運搬具) 7,018千円
 

※３    ――――― ※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

  （建物付属設備）  2,334千円

  （工具器具備品）    116千円

※３    ――――― 

※４    ――――― ※４    ――――― ※４ 売上取引の訂正に伴う、関連

する消費税等差額を費用として

計上しているものであります。
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26 ページ 

【訂正前】 
（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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及

び中間期末残高相当額 

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及

び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定 
資産 
その他 
(建物) 

6,972 4,870 2,102 

有形固定 
資産 
その他 
(工具器具 
備品) 

29,487 14,463 15,023 

合計 36,459 19,333 17,126 

 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

有形固定
資産 
その他 
(建物) 

6,972 6,264 708

有形固定
資産 
(機械装 
置) 

799,037 546,640 252,396

有形固定
資産 
その他 
(工具器具
備品) 

180,835 119,185 61,650

合計 986,845 672,090 314,755

  

 
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)

有形固定
資産 
その他 
(建物) 

6,972 5,567 1,405

有形固定
資産 
その他 
(工具器具
備品) 

29,487 17,492 11,994

合計 36,459 23,060 13,399

  

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 7,666千円

１年超 10,265千円

 合計 17,932千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 152,013千円

１年超 193,013千円

 合計 345,026千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 7,387千円

１年超 6,755千円

 合計 14,142千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,075千円

減価償却費 
相当額 

2,760千円

支払利息相当額 308千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 15,577千円

減価償却費 
相当額 

14,220千円

支払利息相当額 1,030千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,298千円

減価償却費 
相当額 

7,452千円

支払利息相当額 803千円
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配

分方法については利息法によ

っております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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【訂正後】 
（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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及

び中間期末残高相当額 

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中

間期末残高相当額 

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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定 
資産 
その他 
(建物) 

6,972 4,870 2,102 

有形固定 
資産 
その他 
(工具器具 
備品) 

29,487 14,463 15,023 

合計 36,459 19,333 17,126 

 

 

取得価
額相当
額 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額 

(千円)

減損損
失累計
額相当
額 

(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有 形 固
定 資 産
そ の 他
及 び 構
築物 
(建物) 

6,972 6,264 ― 708

有 形 固
定資産 
(機械 
装置) 

799,037 546,640 174,210 78,186

有 形 固
定資産 
その他 
(工具器
具備品)

175,700 117,045 7,502 51,152

無形固
定資産
その他
（ソフト
ウェア）

5,134 2,139 1,813 1,181

合計 986,845 672,090 183,526 131,228

  

 
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)

有形固定
資産 
その他 
(建物) 

6,972 5,567 1,405

有形固定
資産 
その他 
(工具器具
備品) 

29,487 17,492 11,994

合計 36,459 23,060 13,399

  

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 7,666千円

１年超 10,265千円

 合計 17,932千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定中間期末残高 

１年内 152,013千円

１年超 193,013千円

 合計 345,026千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相

当額 

１年内 7,387千円

１年超 6,755千円

 合計 14,142千円
 

 リース資産減損勘定中間期末

残高 

183,526千円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,075千円

減価償却費 
相当額 

2,760千円

支払利息相当額 308千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 15,577千円

減価償却費 
相当額 

14,220千円

支払利息相当額 1,030千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,298千円

減価償却費 
相当額 

7,452千円

支払利息相当額 803千円
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配

分方法については利息法によ

っております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 



- 27 - 

28 ページ 

【修正前】 
（有価証券関係）  

前中間連結会計期間末（平成 16 年９月 30 日現在） 
１ その他有価証券で時価のあるもの  

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 192,213 194,927 2,713

(2) 債券 

 ① 国債・地方債等 86,461 86,499 37

 ② 社債 29,918 31,768 1,850

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 308,593 313,195 4,601

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間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) 

492,500

 
当中間連結会計期間末(平成 17 年９月 30 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
区分 

取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 205,688 208,990 3,302

(2) 債券 

 ① 国債・地方債等 75,826 76,005 178

 ② 社債 6,697 6,827 130

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 302,395 295,706 △6,688

計 590,608 587,530 △3,078

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容  

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
(1)非上場株式 385,675

(2)匿名組合信託受益権 193,447

(3)投資事業有限責任組合出資金 100,000

合計 679,122
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【修正後】 

（有価証券関係）  

前中間連結会計期間末（平成 16 年９月 30 日現在） 
１ その他有価証券で時価のあるもの  

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 192,213 194,927 2,713

(2) 債券 

 ① 国債・地方債等 86,461 86,499 37

 ② 社債 29,918 31,768 1,850

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 308,593 313,195 4,601

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間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) 

492,500

 
当中間連結会計期間末(平成 17 年９月 30 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
区分 

取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 197,779 208,990 11,211

(2) 債券 

 ① 国債・地方債等 75,826 76,005 178

 ② 社債 6,697 6,827 130

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 302,395 295,706 △6,688

計 582,699 587,530 4,830

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容  

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
(1)非上場株式 385,675

(2)匿名組合信託受益権 193,447

(3)投資事業有限責任組合出資金 100,000

合計 679,122
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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 
(1)非上場株式 

373,750

(2)匿名組合信託受益権 193,447

(3)投資事業有限責任組合出資金 100,000

合計 667,197
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29 ページ 

【訂正前】 
（デリバティブ取引関係）  

 
 金利関連  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

区分 種類 
契約額等
(千円)

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

契約額等
(千円)

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等 
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

金利 
スワップ 
取引 

     

市場取引 
以外の取引 

 受取変動 
 支払固定 

― ― ― ― 360,000 360,000 △12,188△12,188 ― ― ― ―

 
合計 

 
― ― ― ― 360,000 360,000 △12,188△12,188 ― ―  ― ―

 
 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(注)１   ――――― (注)１ 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示さ

れた価格等に基づき算定してお

ります。 

(注)１   ――――― 

(注)２   ――――― (注)２ ヘッジ会計が適用されている

デリバティブ取引は除いており

ます。 

(注)２   ――――― 

 
【訂正後】 

（デリバティブ取引関係）  

 
 金利関連  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

区分 種類 
契約額等
(千円)

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

契約額等
(千円)

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等 
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

金利 
スワップ 
取引 

     

市場取引 
以外の取引 

 受取変動 
 支払固定 

― ― ― ― 360,000 360,000 △12,188△12,188 ― ― ― ―

 
合計 

 
― ― ― ― 360,000 360,000 △12,188△12,188 ― ―  ― ―

 
 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(注)１   ――――― (注)１ 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示

された価格等に基づき算定し

ております。 

(注)１   ――――― 
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31～33 ページ 

【訂正前】 
 (セグメント情報) 
１． 事業の種類別セグメント情報 

（省略） 
 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
906,577 291,657 170,366 2,134,351 68,598 3,571,551 ― 3,571,551

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 10,376 93,711 ― 15,421 119,509 (119,509) ―

計 906,577 302,033 264,077 2,134,351 84,020 3,691,061 (119,509) 3,571,551

  営業費用 525,093 293,454 262,469 2,099,548 41,218 3,221,783 331,735 3,553,519

  営業利益又は 

  営業損失 
381,484 8,579 1,608 34,802 42,802 469,277 (451,245) 18,032

１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

(2) メディカルサポート事業 
クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等医業の支

援を行う事業 
 (3) 人材コンサルティング事業 

    薬剤師、臨床検査技師等の資格を有するスタッフを確保・育成し、医療機関、民間企業の健康管理室、

ドラッグストア、薬局、調剤薬局等への派遣及び紹介、医師、看護師の紹介及び紹介予定派遣並びに教育

研修を専門とする事業 

 (4) 医薬品等の小売事業 

   医薬品等の小売を行う事業 

(5) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は435,248千円であり、その主なものは、

親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 

事業区分は、従来「ＳＭＯ事業」、「人材コンサルティング事業」、「医療機器等の販売事業」、「不動産販売事

業」、「その他の事業」の５区分によっておりましたが、当中間連結会計期間より「ＳＭＯ事業」、「メディカル

サポート事業」、「人材コンサルティング事業」、「医薬品等の小売事業」、「その他の事業」の５区分へと変更し

ております。 

当社は、ヘルスケア分野全般を視野に入れた新たなサービスへの着手を目的とする㈱ヒノミ薬品、小林製薬

工業㈱等の子会社化による新規事業の追加やメディカルサポート事業本部の設置等、統合医療サポート企業と

しての事業の多角化、それに伴う連結範囲の拡大や組織変更を行っております。今般の事業区分の変更は、各

事業の持つ収益性及び販売体制の類似性に即した見直しを行うことで、事業の実態をより適切かつ明確に表す

ためのものであります。 

従来の「医療機器等の販売事業」及び「その他の事業」の一部であったクリニックモールの設置・賃貸等を

集約し「メディカルサポート事業」としております。 

さらに「その他の事業」に含めておりました「医薬品等の小売事業」は、当該事業の売上高が全セグメント

売上高の 10％を超えたため、当中間連結会計期間より別記しております。 
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また、従来の「不動産販売事業」につきましては、当該事業の資産の金額が全セグメント資産の金額の合計

額の 10％以下となったため「その他の事業」へ含めております。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業

の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
831,397 516,287 203,526 ― 18,561 1,569,773 ― 1,569,773

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― ― ― ― ― ― ― ―

計 831,397 516,287 203,526 ― 18,561 1,569,773 ― 1,569,773

  営業費用 352,627 455,487 193,910 ― 17,749 1,019,773 384,223 1,403,997

  営業利益又は 

  営業損失 
478,770 60,799 9,616 ― 812 549,999 (384,223) 165,776

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
3,158,921 1,039,141 425,025 210,242 939,854 5,773,185 ― 5,773,185

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― ― 9,983 ― ― 9,983 ( 9,983 ) ―

計 3,158,921 1,039,141 435,009 210,242 939,854 5,783,169 ( 9,983 ) 5,773,185

  営業費用 891,418 938,223 393,352 187,781 874,946 3,285,722 806,871 4,092,594

  営業利益又は 

  営業損失 
2,267,503 100,917 41,656 22,460 64,908 2,497,446 (816,855 ) 1,680,591
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前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

人材コンサル 

ティング事業 

(千円) 

医療機器等の

販売事業 

（千円） 

不動産販売

事業 

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
3,158,921 425,025 765,221 840,503 583,513 5,773,185 ― 5,773,185

(2) セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

― 9,983 ― ― ― 9,983 ( 9,983 ) ―

計 3,158,921 435,009 765,221 840,503 583,513 5,783,169 ( 9,983 ) 5,773,185

  営業費用 891,418 393,352 687,787 790,499 522,663 3,285,722 806,871 4,092,594

  営業利益 2,267,503 41,656 77,433 50,003 60,849 2,497,446 (816,855) 1,680,591

(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う治験に係る業務を支援する事業 

 (2) 人材コンサルティング事業 

   医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

 (3) 医療機器等の販売事業 

       医療機器等の販売を行う事業 

     (4) 不動産販売事業 

       不動産の販売を行う事業 

(5) その他の事業 

   上記以外の事業(不動産賃貸業、貸金業、医薬品等の販売事業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は842,412千円であり、その主なものは、

親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

【訂正後】 

１．事業の種類別セグメント情報 

（中略） 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
857,589 291,657 170,366 2,138,673 64,276 3,522,563 ― 3,522,563

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 10,376 93,711 421 ― 104,509 (104,509) ―

計 857,589 302,033 264,077 2,139,095 64,276 3,627,073 (104,509) 3,522,563

  営業費用 513,719 293,454 262,469 2,101,505 36,102 3,207,252 346,889 3,554,141

  営業利益又は 

  営業損失 
343,869 8,579 1,608 37,589 28,173 419,821 (451,399) △31,578

１ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 
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２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う臨床試験に係る業務を支援する事業 

(2) メディカルサポート事業 
クリニックモールの設置・賃貸やクリニックモール内外の各医療機関への医療機器等の販売等医業の支

援を行う事業 
 (3) 人材コンサルティング事業 

    薬剤師、臨床検査技師等の資格を有するスタッフを確保・育成し、医療機関、民間企業の健康管理室、

ドラッグストア、薬局、調剤薬局等への派遣及び紹介、医師、看護師の紹介及び紹介予定派遣並びに教育

研修を専門とする事業 

 (4) 医薬品等の小売事業 

   医薬品等の小売を行う事業 

(5) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産販売事業、貸金業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は435,248千円であり、その主なものは、

親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 

事業区分は、従来「ＳＭＯ事業」、「人材コンサルティング事業」、「医療機器等の販売事業」、「不動産販売事

業」、「その他の事業」の５区分によっておりましたが、当中間連結会計期間より「ＳＭＯ事業」、「メディカル

サポート事業」、「人材コンサルティング事業」、「医薬品等の小売事業」、「その他の事業」の５区分へと変更し

ております。 

当社は、ヘルスケア分野全般を視野に入れた新たなサービスへの着手を目的とする㈱ヒノミ薬品、小林製薬

工業㈱等の子会社化による新規事業の追加やメディカルサポート事業本部の設置等、統合医療サポート企業と

しての事業の多角化、それに伴う連結範囲の拡大や組織変更を行っております。今般の事業区分の変更は、各

事業の持つ収益性及び販売体制の類似性に即した見直しを行うことで、事業の実態をより適切かつ明確に表す

ためのものであります。 

従来の「医療機器等の販売事業」及び「その他の事業」の一部であったクリニックモールの設置・賃貸等を

集約し「メディカルサポート事業」としております。 

さらに「その他の事業」に含めておりました「医薬品等の小売事業」は、当該事業の売上高が全セグメント

売上高の 10％を超えたため、当中間連結会計期間より別記しております。 

また、従来の「不動産販売事業」につきましては、当該事業の資産の金額が全セグメント資産の金額の合計

額の 10％以下となったため「その他の事業」へ含めております。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業

の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
831,397 504,487 203,526 ― 30,361 1,569,773 ― 1,569,773

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― ― ― ― ― ― ― ―

計 831,397 504,487 203,526 ― 30,361 1,569,773 ― 1,569,773

  営業費用 352,627 453,387 193,910 ― 19,849 1,019,773 384,223 1,403,997

  営業利益又は 

  営業損失 
478,770 51,099 9,616 ― 10,512 549,999 (384,223) 165,776
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前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

メディカル 

サポート事業 

(千円) 

人材コンサル

ティング事業

（千円） 

医薬品等の

小売事業

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
1,980,409 1,067,755 425,025 210,242 911,239 4,594,673 ― 4,594,673

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 12,473 9,983 ― ― 22,456 (22,456) ―

計 1,980,409 1,080,229 435,009 210,242 911,239 4,617,129  (22,456) 4,594,673

  営業費用 891,418 982,290 393,352 196,755 830,879 3,294,696 794,717 4,089,413

  営業利益又は 

  営業損失 
1,088,991 97,938 41,656 13,486 80,360 1,322,433 (817,173) 505,260

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
ＳＭＯ事業

(千円) 

人材コンサル 

ティング事業 

(千円) 

医療機器等の

販売事業 

（千円） 

不動産販売

事業 

（千円）

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 
1,980,409 425,025 765,221 840,503 583,513 4,594,673 ― 4,594,673

(2) セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

― 9,983 ― ― ― 9,983 (9,983) ―

計 1,980,409 435,009 765,221 840,503 583,513 4,604,657 (9,983) 4,594,673

  営業費用 891,418 393,352 687,787 790,499 522,663 3,285,722 803,690 4,089,413

  営業利益 1,088,991 41,656 77,433 50,003 60,849 1,318,934 (813,673) 505,260

(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ＳＭＯ事業 

   製薬企業等から依頼を受けて医療機関が行う治験に係る業務を支援する事業 

 (2) 人材コンサルティング事業 

   医療関連スタッフの紹介・派遣等並びに教育研修を専門とする事業 

 (3) 医療機器等の販売事業 

       医療機器等の販売を行う事業 

     (4) 不動産販売事業 

       不動産の販売を行う事業 

(5) その他の事業 

   上記以外の事業(不動産賃貸業、貸金業、医薬品等の販売事業等) 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は842,412千円であり、その主なものは、

親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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34 ページ 

【訂正前】 
 （１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 
20,498円

10銭
 

１株当たり純資産額
17,024円

67銭
 

１株当たり純資産額 
7,750円

24銭
 

１株当たり中間純利益 
336円
39銭

 
１株当たり中間純損失

17円
15銭

 
１株当たり当期純利益 

1,027円
77銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

319円
45銭

 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間
純利益については、1株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

976円
03銭

 
(注)１ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の

基礎は、次のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

損益計算書上の中間(当期)純利
益又は中間純損失（△） 

93,331千円 △15,796千円 894,462千円

普通株主に帰属しない金額 
(うち利益処分による役員 
賞与金) 

―千円
(―千円)

―千円
(―千円)

39,000千円
(39,000千円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失（△） 

93,331千円 △15,796千円 855,462千円

期中平均株式数 277,450株 921,011株 832,350株

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳 

新株予約権 14,712株 ――――― 44,119株

普通株式増加数 14,712株 ――――― 44,119株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権の数9,994

個。 

――――― 新株予約権の数9,976

個。 

 
２ 株式分割について 

当中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
 当社は、平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日) 

１株当たり純資産額              6,832.70 円

１株当たり中間純利益              112.13 円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益       106.48円
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【訂正後】 

 (１株当たり情報) 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 
20,498円

10銭
 

１株当たり純資産額
16,044円

44銭
  

１株当たり純資産額 
6,621円

26銭

１株当たり中間純利益 
336円
39銭

 
１株当たり中間純損失

51円
31銭

  
１株当たり当期純利益 

148円
06銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

319円
45銭

 

潜在株式調整後   
１株当たり中間純利益

48円
81銭

 

  

なお、潜在株式調整後1株当たり中
間純利益については、1株当たり中
間純損失であるため記載しており
ません。 

(注)１ １株当たり中間純利益又は当期純損失および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、

次のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

損益計算書上の中間(当期)純利
益又は中間純損失（△） 

93,331千円 47,260千円 △84,240千円

普通株主に帰属しない金額 
(うち利益処分による役員 
賞与金) 

―千円
(―千円)

―千円
(―千円)

39,000千円
(39,000千円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失（△） 

93,331千円 47,260千円 △123,240千円

期中平均株式数 277,450株 921,011株 832,350株

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳 

新株予約権 14,712株 ――――― 44,119株

普通株式増加数 14,712株 ――――― 44,119株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権の数9,994

個。 

――――― 新株予約権の数63,376

個。 

 
２ 株式分割について 

当中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
 当社は、平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日) 

１株当たり純資産額              6,832.70円

１株当たり中間純利益              112.13円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益       106.48円
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36 ページ 

【修正前】 

(重要な後発事象) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(株式分割) 

 平成16年11月16日開催の取締役会

において、株式の流動性を高めるた

めに、次のように株式分割による新

株式の発行を決議いたしました。 

 

１ 平成17年３月18日付をもって普

通株式１株につき３株に分割する

こととしております。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式 554,900株

(2) 割当方法 

   平成17年２月５日現在の株

主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主

に対して、所有株式１株につ

き２株の割合をもって無償

で交付する。 

２ 配当起算日 

  平成16年10月１日 

  当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連

結会計期間及び前連結会計年度

における１株当たり情報並びに

当期首に行われたと仮定した場

合の当中間連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ次

のとおりとなります。 

(1)前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 1,577円89銭

１株当たり中間純利益 425円48銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、新株予

約権残高を有しておりますが、当

社株式は非上場・非登録であった

ため、期中の平均株価が把握出来

ませんので、記載しておりません。 

 

――――― (㈱ヒノミ薬品の第三者割当増資に

よる子会社化)  

 平成17年３月23日開催の取締役

会において、株式会社ヒノミ薬品

の第三者割当増資及び子会社化を

以下のとおり決議し、平成17年４

月１日に払込を完了いたしまし

た。 

 

(1)引受株式数 1,440株 

(2)引 受 価 格 の 総 額 72,000千円 

 （１株当たり50,000円）

(3)取得後の所有割合 60.0％ 

(4)事 業 内 容 医薬品・化粧品
及び健康食品・
食品・日用雑貨
等の販売 

(5)子会社化の目的 医療分野におけ
るクオリティー
の高いサービス
環境を一般の生
活者の方にも提
供し、新しい環
境を創造するこ
とを目的とし
て、当該子会社
化を決定いたし
ました。 

 

（新株式発行による増資） 

  平成17年４月４日開催の当社

取締役会において、下記のとおり

90,000株の一般募集による新株

発行及び第三者割当による新株

発行について決議し、それぞれ払

込が完了いたしました。その結

果、資本金は平成17年４月20日付

で5,800,071千円、平成17年５月

18日付で6,263,106千円となって

おります。また、発行済株式総数

は平成17年４月20日付で922,350

株 、 平 成 17 年 ５ 月 18 日 付 で

932,042株となっております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(2)当中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 6,832円70銭

１株当たり中間純利益 112円13銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

106円48銭

(3)前連結会計年度 

１株当たり純資産額 6,746円56銭

１株当たり当期純利益 925円01銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

884円75銭

 

 一般募集による新株式発行 

(1)発行新株
式数 

当社普通株式
90,000株

(2)発行価額 １株につき
金95,550円

(3)発行価額
の総額 

8,599,500千円

(4)資本組入
額 

１株につき
47,775円

(5)資本組入
額の総額 

4,299,750千円

(6)申込期間 平成17年４月13日
（水）から平成17
年４月15日（金）
まで 

(7)払込期日 平成17年４月20日
（水）

(8)配当起算
日 

平成17年４月１日
（金）

(9)資金の使
途 

設備資金、運転資
金、及び投融資資
金 

 

第三者割当による新株式発行 

(1)発行新株
式数 

当社普通株式
9,692株

(2)発行価額 １株につき
金95,550円

(3)割当先及
び株式数 

日興シティグルー
プ証券㈱ 

9,692株
(4)発行価額
の総額 

926,070千円

(5)資本組入
額 

１株につき
47,775円

(6)資本組入
額の総額 

463,035千円

(7)申込期間 平成17年５月18日
（水）

(8)払込期日 平成17年５月18日
（水）

(9)配当起算
日 

平成17年４月１日
（金）

(10)資金の
使途 

設備資金
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【修正後】 

(重要な後発事象) 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(株式分割) 

 平成16年11月16日開催の取締役会

において、株式の流動性を高めるた

めに、次のように株式分割による新

株式の発行を決議いたしました。 

 

１ 平成17年３月18日付をもって普

通株式１株につき３株に分割する

こととしております。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式 554,900株

(2) 割当方法 

   平成17年２月５日現在の株

主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主

に対して、所有株式１株につ

き２株の割合をもって無償

で交付する。 

２ 配当起算日 

  平成16年10月１日 

  当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連

結会計期間及び前連結会計年度

における１株当たり情報並びに

当期首に行われたと仮定した場

合の当中間連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ次

のとおりとなります。 

(1)前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 1,577円89銭

１株当たり中間純利益 425円48銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、新株予

約権残高を有しておりますが、当

社株式は非上場・非登録であった

ため、期中の平均株価が把握出来

ませんので、記載しておりません。 

 

（㈱ヒノミ薬品（平成17年12月１日に

㈱アイロムロハスに商号変更）によ

る㈱テン・ドラッグの子会社化） 

 当社の連結子会社である㈱ヒノ

ミ薬品は、平成 17 年 11 月 28 日開

催の取締役会に基づき、平成 17 年

11 月 30 日付にて、㈱テン・ドラッ

グの全株式を取得し、子会社化いた

しました。 
 
(1)取得株式数 400株 

(2)取得価額の

総額 
20,000千円 

（１株当たり50,000円) 

(3)取得後の所

有割合 
100.0％ 

(4)事業内容 医薬品・化粧品
及び健康食品・
食品・日用雑貨
等の販売 

(5)子会社化の
目的 

医薬品等の販売
事業における豊
富な人材の確
保、情報やノウ
ハウの共有によ
る営業力の強化
を図り、効率的
な事業体制を構
築することを目
的として、当該
子会社化を決定
いたしました。 
 

(㈱ヒノミ薬品の第三者割当増資に

よる子会社化)  

 平成17年３月23日開催の取締役

会において、株式会社ヒノミ薬品

の第三者割当増資及び子会社化を

以下のとおり決議し、平成17年４

月１日に払込を完了いたしまし

た。 

 

(1)引受株式数 1,440株 

(2)引受価格の総額 72,000千円 

 （１株当たり50,000円）

(3)取得後の所有割合 60.0％ 

(4)事 業 内 容 医薬品・化粧品
及び健康食品・
食品・日用雑貨
等の販売 

(5)子会社化の目的 医療分野におけ
るクオリティー
の高いサービス
環境を一般の生
活者の方にも提
供し、新しい環
境を創造するこ
とを目的とし
て、当該子会社
化を決定いたし
ました。 

 

（新株式発行による増資） 

  平成17年４月４日開催の当社

取締役会において、下記のとお

り90,000株の一般募集による新

株発行及び第三者割当による新

株発行について決議し、それぞ

れ払込が完了いたしました。そ

の結果、資本金は平成17年４月

20日付で5,800,071千円、平成17

年５月18日付で6,263,106千円

となっております。また、発行

済株式総数は平成17年４月20日

付で922,350株、平成17年５月18

日付で932,042株となっており

ます。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

(2)当中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 6,832円70銭

１株当たり中間純利益 112円13銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

106円48銭

(3)前連結会計年度 

１株当たり純資産額 6,746円56銭

１株当たり当期純利益 925円01銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

884円75銭

 

 一般募集による新株式発行 
(1)発行新株

式数 
当社普通株式

90,000株
(2)発行価額 １株につき

金95,550円
(3)発行価額

の総額 
8,599,500千円

(4)資本組入
額 

１株につき
47,775円

(5)資本組入
額の総額 

4,299,750千円

(6)申込期間 平成17年４月13日
（水）から平成17
年４月15日（金）
まで 

(7)払込期日 平成17年４月20日
（水）

(8)配当起算
日 

平成17年４月１日
（金）

(9)資金の使
途 

設備資金、運転資
金、及び投融資資
金 

 
第三者割当による新株式発行 
(1)発行新株
式数 

当社普通株式
9,692株

(2)発行価額 １株につき
金95,550円

(3)割当先及
び株式数 

日興シティグルー
プ証券㈱ 

9,692株
(4)発行価額
の総額 

926,070千円

(5)資本組入
額 

１株につき
47,775円

(6)資本組入
額の総額 

463,035千円

(7)申込期間 平成17年５月18日
（水）

(8)払込期日 平成17年５月18日
（水）

(9)配当起算
日 

平成17年４月１日
（金）

(10)資金の
使途 

設備資金
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【訂正前】 

５【生産、受注及び販売の状況】 

 (1) 生産実績 

    当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

生産高（千円） 前年同期比（％） 

ＳＭＯ事業 1,168,693 94.9 

合  計 1,168,693 94.9 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は、販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の小売事業及びその他の事業は、提供する

サービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

 
【訂正後】 
(1) 生産実績 

    当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

生産高（千円） 前年同期比（％） 

ＳＭＯ事業 1,119,705 91.2 

合  計 1,119,705 91.2 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は、販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の小売事業及びその他の事業は、提供する

サービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載しておりません。 
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【訂正前】 
(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
事業の種類別 

セグメントの名称 
   受注高 
   （千円） 

   前年同期比 
   （％） 

   受注残高 
   （千円） 

   前年同期比 
  （％） 

ＳＭＯ事業 1,966,920 118.8 3,307,489 120.9 

合  計 1,966,920 118.8 3,307,489 120.9 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の小売事業及びその他の事業は、提供する

サービスの性格上、受注状況の記載に馴染まないため、記載しておりません。 

 
【訂正後】 
(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
事業の種類別 

セグメントの名称  
   受注高 
   （千円） 

   前年同期比 
   （％） 

   受注残高 
   （千円） 

   前年同期比 
  （％） 

ＳＭＯ事業 1,959,170 118.3 3,307,489 120.9 

合  計 1,959,170 118.3 3,307,489 120.9 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２．メディカルサポート事業、人材コンサルティング事業、医薬品等の小売事業及びその他の事業は、提供する

サービスの性格上、受注状況の記載に馴染まないため、記載しておりません。 
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【訂正前】 
(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事 業 の 種 類 別 
セ グ メ ン ト の 名 称 

販売高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

ＳＭＯ事業 906,577 109.0 

メディカルサポート事業 291,657 56.5 

人材コンサルティング事業 170,366 83.7 

医薬品等の小売事業 2,134,351 ― 

その他の事業 68,598 369.6 

合  計 3,571,551 227.5 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３．前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期

間の分を変更後の区分に組み替えて、行っております。 
４． 近２中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

バイエル薬品㈱ 310,558 19.8 ― ― 

ノバルティスファーマ㈱ 165,401 10.5 100,725 2.4 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

 

【訂正後】 
(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事 業 の 種 類 別 
セ グ メ ン ト の 名 称 

販売高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

ＳＭＯ事業 857,589 103.2 

メディカルサポート事業 291,657 143.3 

人材コンサルティング事業 170,366 83.7 

医薬品等の小売事業 2,138,673 ― 

その他の事業 64,276 38.9 

合  計 3,522,563 224.5 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３．前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期

間の分を変更後の区分に組み替えて、行っております。 
４． 近２中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。 
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

バイエル薬品㈱ 310,558 19.8 ― ― 

ノバルティスファーマ㈱ 165,401 10.5 100,725 2.4 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。 


