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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 19 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「過年度の決算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 19 年３月期 中間決算短信（連結）について 

決算期：平成 19 年３月期中間（平成 18 年４月１日～９月 30 日） 

公表日：平成 18 年 11 月 10 日 

 

以 上 
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平成 19 年３月期 中間決算短信（連結） 
 

１ページ 

【訂正前】 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 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 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△)

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円   ％

6,659     （ 86.4）

 3,571 （127.5）

百万円   ％

△896        （―）

 18 （△89.1）

百万円   ％

   △897        （―）

 2 （△98.6 ）

18 年３月期    12,717  559  489 
 

 
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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円   ％

 △277 （ ― ）

 △25 （ ― ）

円   銭

      △296   70 

 △27 85 

円  銭

        ―     ― 

 ― ―  

18 年３月期    480  490 99  469 37 
(注) 1．持分法投資損益    18 年９月中間期  ― 百万円 17 年９月中間期  ― 百万円  18 年３月期 ― 百万円 

2．期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 934,570 株 17 年９月中間期 921,011 株 18 年３月期 927,570 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】 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 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 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△)

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円   ％

6,659     （ 89.0）

 3,522 （124.4）

百万円   ％

△808        （―）

 △31 （―）

百万円   ％

   △809        （―）

 △47 （―）

18 年３月期    12,367  208  139 
 

 
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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円   ％

 22 （△52.9）

 47 （△49.4）

円   銭

      23     81  

   51       31 

円  銭

        22     94 

 48 81  

18 年３月期    162 148       19  141 67 
(注) 1．持分法投資損益    18 年９月中間期  ― 百万円 17 年９月中間期  ― 百万円  18 年３月期 ― 百万円 

2．期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 934,570 株 17 年９月中間期 921,011 株 18 年３月期 927,570 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 

 

１ページ 

【訂正前】 

 (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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円

30,082 

 24,279 

百万円

16,509 

 15,893 

％ 

53.3 

 65.5 

円  銭

17,137   75 

 17,014    12 

 18 年３月期    27,375  16,424  60.0  17,548 15 
(注) ①期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期935,067 株 17 年９月中間期 934,117 株 18 年３月期 934,542 株 

   ②平成 17 年９月中間期及び平成 18 年３月期につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資

本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。 
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【訂正後】 

(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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円

29,670 

 24,059 

百万円

15,511 

 14,987 

％ 

52.3 

 62.3 

円  銭

16,071   37 

 16,044    44 

 18 年３月期    26,762  15,127  56.5  16,187 40 
(注) ①期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期935,067 株 17 年９月中間期 934,117 株 18 年３月期 934,542 株 

   ②平成 17 年９月中間期及び平成 18 年３月期につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資

本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。 

 

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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円

 △2,948 

 △2,870 

百万円

 △610 

 △2,386 

百万円 

 3,531 

 10,308 

百万円

 6,273 

 6,461 

 18 年３月期    △1,663  △4,182  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 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円

 △2,948 

 △2,870 

百万円

 △610 

 △2,386 

百万円 

 3,531 

 10,308 

百万円

 6,273 

 6,461 

 18 年３月期    △1,937  △3,908  10,735  6,301 

 
７ページ 
【訂正前】 
（１）【経営成績】 
① 業績等の概況 
中略 

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 6,659 百万円（前年同期比 86.4％増）となりましたが、医薬品

等の製造販売事業にて上期に予定しておりました新商品の発売が 11 月にずれ込んだこと等により、当初の計画を

下回りました。また、子会社の体制整備を進める中での販売費及び一般管理費の増加、及びのれんの償却等により、

営業損失 896 百万円（前年同期は営業利益 18 百万円）、経常損失 897 百万円（前年同期は経常利益 2百万円）とな

りました。中間純損失は子会社の有形固定資産の売却に係る特別利益の計上により、277 百万円（前年同期は中間

純損失 25 百万円）となりました。 

 

② 事業の種類別セグメントの状況 

SMO 事業 

当事業におきましては、全国規模の事業基盤を確立し、提携医療機関を拡大するとともに、日本においても心臓

安全性評価に関する QT 試験の義務化が必至であることから、先駆的に QT 試験のインフラ整備を行い、新たに第Ⅰ

相試験の支援に着手することで治験実施施設のネットワーク強化を進め、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試

験支援体制の構築を実現いたしました。その結果、売上高 978 百万円（前年同期比 7.9％増）となりました。しか

しながら、今後の大型の臨床試験に対応するための CRC（治験コーディネーター）の採用による売上原価の大幅増

加を吸収することができず、営業利益は 153 百万円（前年同期比 60.8％減）となりました。 

 

【訂正後】 
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（１）【経営成績】 
① 業績等の概況 
中略 

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 6,659 百万円（前年同期比 89.0％増）となりましたが、医薬品

等の製造販売事業にて上期に予定しておりました新商品の発売が 11 月にずれ込んだこと等により、当初の計画を

下回りました。また、子会社の体制整備を進める中での販売費及び一般管理費の増加、及びのれんの償却等により、

営業損失 808 百万円（前年同期は営業損失 31 百万円）、経常損失 809 百万円（前年同期は経常損失 47 百万円）と

なりました。中間純利益は子会社の有形固定資産の売却に係る特別利益の計上により、22百万円（前年同期比52.9％

減）となりました。 

 

② 事業の種類別セグメントの状況 

SMO 事業 

当事業におきましては、全国規模の事業基盤を確立し、提携医療機関を拡大するとともに、日本においても心臓

安全性評価に関する QT 試験の義務化が必至であることから、先駆的に QT 試験のインフラ整備を行い、新たに第Ⅰ

相試験の支援に着手することで治験実施施設のネットワーク強化を進め、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試

験支援体制の構築を実現いたしました。その結果、売上高 978 百万円（前年同期比 14.1％増）となりました。しか

しながら、今後の大型の臨床試験に対応するための CRC（治験コーディネーター）の採用による売上原価の大幅増

加を吸収することができず、営業利益は 243 百万円（前年同期比 29.1％減）となりました。 

 

８ページ 

【訂正前】 

（２）【財政状態】 

当連結会計年度末のキャッシュ・フローについては、営業活動により 2,948 百万円減少し、投資活動により 610

百万円減少し、財務活動により 3,531 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 6,301 百万円よりも 27 百万円減少し、6,273 百万円となりました。 

当連結会計年度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、2,948 百万円（前年同期比 2.7％増）となりました。 

主な要因は、売上債権の減少 264 百万円があった一方、営業貸付金の増加 1,865 百万円や、法人税等の支払 429

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、610 百万円（前年同期比 74.4％減）となりました。 

主な要因は、有形固定資産の売却による収入 1,726 百万円があった一方、貸付による支出 1,118 百万円や有形

固定資産の取得による支出 1,068 百万円等があったこと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、3,531 百万円（前年同期比 65.7％減）となりました。 

主な要因は、短期借入金の増加 3,909 百万円によるものであります。 
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キャッシュ・フロー指標 

 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 

平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月中間期 

自己資本比率 （％） 67.5 67.9 63.7 60.0 53.3

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
668.5 940.4 297.1 249.2 135.7

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. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

2. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

3. 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 

4. 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。 

5. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数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. 平成 17 年 3 月期以外は、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。 

 

【訂正後】 

（２）【財政状態】 

当連結会計年度末のキャッシュ・フローについては、営業活動により 2,948 百万円減少し、投資活動により 610

百万円減少し、財務活動により 3,531 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 6,301 百万円よりも 27 百万円減少し、6,273 百万円となりました。 

当連結会計年度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、2,948 百万円（前年同期比 2.7％増）となりました。 

主な要因は、売上債権の減少 159 百万円があった一方、営業貸付金の増加 1,865 百万円や、法人税等の支払 429

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、610 百万円（前年同期比 74.4％減）となりました。 

主な要因は、有形固定資産の売却による収入 1,726 百万円があった一方、貸付による支出 1,118 百万円や有形

固定資産の取得による支出 1,068 百万円等があったこと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、3,531 百万円（前年同期比 65.7％減）となりました。 

主な要因は、短期借入金の増加 3,909 百万円によるものであります。 
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キャッシュ・フロー指標 

 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 

平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月中間期 

自己資本比率 （％） 67.5 66.4 62.3 56.5 52.3

時価ベースの 

自己資本比率  （％） 
668.5 1082.9 308.3 254.9 137.6

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. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

2. 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

3. 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 

4. 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。 

5. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数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. 平成 17 年 3 月期以外は、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。 

 

12～13 ページ 

【訂正前】 
（４）【事業等のリスク】 

当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因によりその影響を受ける可能性があります。このため、当

社グループの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、以下のとおり記載しております。なお、文中の

将来に関する事項は当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

中略 

 

⑰ 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 17 年３月期、平成 18 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。 

 

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％）
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(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％）

 

平成 18 年３月期 

(1) 連結 

(単位：千円) 

平成18年３月期 
 項目 

上期 下期 通期 

3,571,551 9,145,537 12,717,088売上高 
(構成比) （28.1％） （71.9％） （100.0％）

18,032 541,070 559,103営業利益 
(構成比) （ 3.2％） （96.8％） （100.0％）

2,095 487,716 489,812経常利益 
(構成比) （ 0.4％） （99.6％） （100.0％）

 

(2) 単体 

(単位：千円) 

平成18年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

1,003,637 2,141,088 3,144,725売上高 
(構成比) （31.9％） （68.1％） （100.0％）

△102,922 651,256 548,333営業利益又は 
営業損失（△） 

(構成比) 
（ ― ％） （― ％） （ ― ％）

△116,262 684,192 567,930経常利益又は 
経常損失（△） 

(構成比) 
（ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）

 
【訂正後】 
（４）【事業等のリスク】 

当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因によりその影響を受ける可能性があります。このため、当

社グループの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、以下のとおり記載しております。なお、文中の

将来に関する事項は当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

中略 

 

⑰ 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 17 年３月期、平成 18 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。 
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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％）

 

平成 18 年３月期 

(1) 連結 

(単位：千円) 

平成18年３月期 
 項目 

上期 下期 通期 

3,522,563 8,845,017 12,367,580売上高 
(構成比) （28.5％） （71.5％） （100.0％）

△31,578 240,550 208,972営業利益 
(構成比) （ ― ％） （― ％） （ ― ％）

△47,514 187,196 139,681経常利益 
(構成比) （ ― ％） （― ％） （ ― ％）

 

(2) 単体 

(単位：千円) 

平成18年３月期 
項目 

上期 下期 通期 

954,649 1,840,568 2,795,217売上高 
(構成比) （34.2％） （65.8％） （100.0％）

△152,533 350,736 198,202営業利益又は 
営業損失（△） 

(構成比) 
（ ― ％） （― ％） （ ― ％）

△165,872 383,671 217,799経常利益又は 
経常損失（△） 

(構成比) 
（ ― ％） （ ― ％） （ ― ％）
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14～16 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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 ※２  6,461,061 6,273,870  6,401,871

２ 受取手形及び売掛金 ※4  2,596,521 2,511,573  2,762,861

３ 営業貸付金   3,272,401 5,202,724  3,386,544

４ たな卸資産   1,704,288 2,152,453  1,869,233

５ その他   1,040,027 2,283,189  1,178,078

貸倒引当金   △27,705 △241,303  △212,025

流動資産合計   15,046,594 62.0 18,182,508 60.4  15,386,564 56.2

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 2,336,814  2,280,795

(2) 土地 ※２  2,549,604 2,024,433  2,459,714

(3) その他 ※１  639,397 1,437,519  1,496,534

有形固定資産合計   5,018,064 20.7 5,798,767 19.3  6,237,045 22.8

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定   1,369,451 ―  1,455,892

(2) のれん   ― 1,289,135  ―

(3) その他   48,199 190,357  146,075

無形固定資産合計   1,417,651 5.8 1,479,493 4.9  1,601,967 5.8

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   1,268,652 2,448,947  2,262,095

(2) その他   1,528,619 2,173,056  1,888,106

貸倒引当金   △119 △101  △110

投資その他の 
資産合計 

  2,797,152 11.5 4,621,902 15.4  4,150,091 15.2

固定資産合計   9,232,868 38.0 11,900,162 39.6  11,989,104 43.8

資産合計   24,279,463 100.0 30,082,670 100.0  27,375,668 100.0

    



- 10 - 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 ※4  1,102,954 1,628,525  1,716,792

 ２ 短期借入金   3,224,567 8,574,290  4,665,030

 ３ 一年内返済予定 
長期借入金 

  62,295 30,008  88,808

 ４ 未払法人税等   76,546 241,402  565,127

 ５ 役員賞与引当金   ― 12,100  ―

 ６ 賞与引当金   66,385 66,955  58,777

 ７ 前受金   645,477 473,255  ―

 ８ その他   1,142,652 1,281,962  1,474,031

  流動負債合計   6,320,879 26.0 12,308,500 40.9  8,568,567 31.3

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   738,600 56,652  743,956

 ２ 退職給付引当金   443,650 453,556  459,964

 ３ 役員退職慰労引当金   8,425 6,035  9,630

 ４ その他   568,016 748,866  805,433

  固定負債合計   1,758,691 7.2 1,265,109 4.2  2,018,983 7.4

  負債合計   8,079,571 33.2 13,573,609 45.1  10,587,551 38.7

(少数株主持分)    

  少数株主持分   306,712 1.3 ―  363,637 1.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   6,278,724 25.9 ―  6,281,923 22.9

Ⅱ 資本剰余金   7,569,724 31.2 ―  7,572,923 27.7

Ⅲ 利益剰余金   2,046,071 8.4 ―  2,552,150 9.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,342 △0.0 ―  17,482 0.1

  資本合計   15,893,179 65.5 ―  16,424,480 60.0

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

  24,279,463 100.0 ―  27,375,668 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 6,285,875  ―

２ 資本剰余金   ― 7,576,875  ―

３ 利益剰余金   ― 2,156,405  ―

株主資本合計   ― 16,019,156 53.3  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 5,787  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 5,787 0.0  ―

Ⅲ 少数株主持分   ― 484,117 1.6  ―

純資産合計   ― 16,509,061 54.9  ―

負債純資産合計   ― 30,082,670 100.0  ―
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【訂正後】 

(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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 ※２  6,461,061 6,273,870  6,401,871

２ 受取手形及び売掛金 ※4  2,187,514 2,446,661  2,592,949

３ 営業貸付金   3,272,401 5,202,724  3,386,544

４ たな卸資産   1,704,288 2,152,453  1,869,233

５ その他   5,229,533 2,283,189  1,138,753

貸倒引当金   △27,705 △241,303  △212,025

流動資産合計   14,827,093 61.6 18,117,596 61.3  15,177,327 56.7

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 2,336,814  2,280,795

(2) 土地 ※２  2,549,604 2,024,433  2,459,714

(3) その他 ※１  639,397 1,165,710  1,222,904

有形固定資産合計   5,018,064 20.9 5,526,958 18.6  5,963,415 22.3

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定   1,369,451 ―  1,455,892

(2) のれん   ― 1,289,135  ―

(3) その他   48,199 190,357  146,075

無形固定資産合計   1,417,651 5.9 1,479,493 5.0  1,601,967 6.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   1,268,652 2,448,947  2,262,095

(2) その他   1,528,619 2,227,721  1,888,106

貸倒引当金   △119 △130,101  △130,110

投資その他の 
資産合計 

  2,797,152 11.6 4,546,567 15.3  4,020,091 15.1

固定資産合計   9,232,868 38.4 11,553,019 38.9  11,585,474 43.3

資産合計   24,059,961 100.0 29,670,615 100.0  26,762,801 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 ※4  1,102,954 1,628,525  1,716,792

 ２ 短期借入金   3,224,567 8,574,290  4,665,030

 ３ 一年内返済予定 
長期借入金 

※2  62,295 30,008  88,808

 ４ 未払法人税等   57,968 241,402  263,053

 ５ 役員賞与引当金   ― 12,100  ―

 ６ 賞与引当金   66,385 66,955  58,777

 ７ 前受金   645,477 618,890  ―

 ８ その他   1,847,519 1,721,406  2,459,910

  流動負債合計   7,007,168 29.1 12,893,578 43.4  9,252,373 34.6

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※2  738,600 56,652  743,956

 ２ 長期前受収益   ― ―  234,000

 ３ 退職給付引当金   443,650 453,556  459,964

 ４ 役員退職慰労引当金   8,425 6,035  9,630

 ５ その他   568,016 748,866  571,432

  固定負債合計   1,758,691 7.3 1,265,109 4.3  2,018,983 7.5

  負債合計   8,765,860 36.4 14,158,688 47.7  11,271,356 42.1

(少数株主持分)    

  少数株主持分   306,712 1.3 ―  363,637 1.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   6,278,724 26.1 ―  6,281,923 23.4

Ⅱ 資本剰余金   7,569,724 31.5 ―  7,572,923 28.3

Ⅲ 利益剰余金   1,140,281 4.7 ―  1,255,478 4.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,342 △0.0 ―  17,482 0.1

  資本合計   14,987,388 62.3 ―  15,127,807 56.5

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

  24,059,961 100.0 ―  26,762,801 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 6,285,875  ―

２ 資本剰余金   ― 7,576,875  ―

３ 利益剰余金   ― 1,159,271  ―

株主資本合計   ― 15,022,022 50.6  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 5,787  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 5,787 0.0  ―

Ⅲ 少数株主持分   ― 484,117 1.6  ―

純資産合計   ― 15,511,927 52.3  ―

負債純資産合計   ― 29,670,615 100.0  ―
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17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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   3,571,551 100.0 6,659,081 100.0  12,717,088 100.0

Ⅱ 売上原価   2,391,222 67.0 5,080,521 76.3  8,763,486 68.9

   売上総利益   1,180,329 33.0 1,578,560 23.7  3,953,602 31.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  221,939 226,704 443,875 

 ２ 給料手当及び賞与  307,069 579,465 854,590 

 ３ 賞与引当金繰入額  5,624 34,457 19,089 

 ４ 役員賞与引当金繰入額  ― 12,100 ― 

 ５ 退職給付費用  1,526 ― ― 

 ６ 賃借料  195,278 340,626 484,154 

 ７ その他  430,856 1,162,296 32.5 1,281,576 2,474,930 37.2 1,592,789 3,394,499 26.7

   営業利益 
又は営業損失(△) 

  18,032 0.5 △896,370 △13.5  559,103 4.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  3,790 13,816 6,995 

 ２ 受取配当金  53,997 4,337 49,997 

 ３ 保険解約返戻金  ― 15,521 ― 

 ４ その他  18,270 76,058 2.1 9,198 42,874 0.6  95,482 0.8

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  14,982 21,692 51,967 

 ２ 新株発行費  52,006 ― 52,006 

 ３ 租税公課  ― 18,388 ― 

 ４ その他  25,006 91,994 2.6 3,564 43,645 0.7 60,799 164,773 1.3

   経常利益 
又は経常損失(△) 

  2,095 0.0 △897,142 △13.5  489,812 3.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※1 ― 460,971 203,425 

 ２ 持分変動損益  ― 240,596 ― 

 ３ 貸倒引当金戻入益  1,767 ― ― 

 ４ 店舗売却益  ― 1,767 0.0 ― 701,568 10.5 276,649 480,075 3.7

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損  2,450 26,472 19,774 

 ２ 店舗売却損  ― 19,517 2,060 

 ３ 前期損益修正損  ― 2,380 ― 

 ４ その他  ― 2,450 0.0 ― 48,369 0.7 152,621 174,456 1.3

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は 
   税金等調整前中間 

純損失(△) 

  1,412 0.0 △243,943 △3.7  795,431 6.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 54,345 224,405 560,494 

   過年度法人税等  ― △97,621 ― 

   法人税等調整額  △38,353 15,992 0.4 △38,382 88,401 1.3 △310,103 250,391 2.0

      少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

  11,071 0.3 △55,054 △0.8  64,613 0.5

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△）

  △25,651 △0.7 △277,290 △4.2  480,427 3.8
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   3,522,563 100.0 6,659,081 100.0  12,367,580 100.0

Ⅱ 売上原価   2,391,222 67.9 5,080,521 76.3  8,763,486 70.9

   売上総利益   1,131,341 32.1 1,578,560 23.7  3,604,093 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  221,939 226,704 443,875 

 ２ 給料手当及び賞与  307,069 579,465 854,590 

 ３ 賞与引当金繰入額  5,624 34,457 19,089 

 ４ 役員賞与引当金繰入額  ― 12,100 ― 

 ５ 退職給付費用  1,526 ― ― 

 ６ 賃借料  195,278 340,626 484,154 

 ７ その他  431,479 1,162,919 33.0 1,194,135 2,387,488 35.8 1,593,411 3,395,121 27.4

   営業利益 
又は営業損失(△) 

  △31,578 0.9 △808,928 △12.1  208,972 1.7

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  3,790 13,816 6,995 

 ２ 受取配当金  53,997 4,337 49,997 

 ３ 保険解約返戻金  ― 15,521 ― 

 ４ その他  18,270 76,058 2.1 9,198 42,874 0.6 38,489 95,482 0.7

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  14,982 21,692 51,967 

 ２ 新株発行費  52,006 ― 52,006 

 ３ 租税公課  ― 18,388 ― 

 ４ その他  25,006 91,994 2.6 3,564 43,645 0.7 60,799 164,773 1.3

   経常利益 
又は経常損失(△) 

  △47,514 △1.3 △809,700 △12.2  139,681 1.1

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※1 ― 460,971 203,425 

 ２ 持分変動損益  ― 240,596 ― 

 ３ 貸倒引当金戻入益  1,767 ― ― 

 ４ 店舗売却益  ― ― 276,649 

  ５ 雑収入 ※2 172,550 174,317 4.9 417,622 1,119,190 16.8 172,550 652,625 5.3

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※4 2,450 26,472 19,774 

 ２ 店舗売却損  ― 19,517 2,060 

 ３ 前期損益修正損  ― 2,380 ― 

  ４ 貸倒引当金繰入額 ※3 ― ― 280,000 

 ５ 雑損失 ※5 ― ― 15,026 

 ６ その他  ― 2,450 0.1 ― 48,369 0.7 2,620 319,482 2.6

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は 
   税金等調整前中間 

純損失(△) 

  124,352 3.5 261,120 3.9  472,825 3.8

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 108,429 446,591 537,248 

   過年度法人税等  ― △20,291 ― 

   法人税等調整額  △42,408 66,020 1.9 △132,373 293,926 4.4 △291,493 245,754 2.0

      少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

  11,071 0.3 △55,054 △0.8  64,613 0.5

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△）

  47,260 △1.3 22,247 0.3  162,457 1.3
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18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) 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 

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 4,781,602 4,781,602 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 7,569,724 7,572,923 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,193,958 2,193,958 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   中間(当期)純利益  ― ― 480,427 480,427 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   配当金  83,235 83,235  

   役員賞与  39,000 39,000 122,235 

   中間純損失  25,651 147,886  

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 2,046,071 2,552,150 

   

 
【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) 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 

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 4,781,602 4,781,602 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 7,569,724 7,572,923 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,215,255 1,215,255 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   中間(当期)純利益  47,260 47,260 162,457 162,457 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   配当金  83,235 83,235  

   役員賞与  39,000 122,235 39,000 122,235 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 1,140,281 1,255,478 
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19 ページ 

【訂正前】 
④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 
株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 6,281,923 7,572,923 2,552,150 16,406,998

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 3,951 3,951  7,903

 役員賞与   △25,000 △25,000

 剰余金の配当   △93,454 △93,454

 中間純利益   △277,290 △277,290

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
3,951 3,951 △395,744 △387,841

平成18年９月30日残高(千円) 6,285,875 7,576,875 2,156,405 16,019,156

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 17,482 17,482 363,637 16,788,117

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  7,903

 役員賞与  △25,000

 剰余金の配当  △93,454

 中間純利益  △277,290

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△11,694 △11,694 120,480 108,785

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△11,694 △11,694 120,480 △279,056

平成18年９月30日残高(千円) 5,787 5,787 484,117 16,509,061
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【訂正後】 

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 
当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 6,281,923 7,572,923 1,255,478 15,110,325

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 3,951 3,951  7,903

 役員賞与   △25,000 △25,000

 剰余金の配当   △93,454 △93,454

 中間純利益   22,247 22,247

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
3,951 3,951 △96,206 △88,303

平成18年９月30日残高(千円) 6,285,875 7,576,875 1,159,271 15,022,022

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 17,482 17,482 363,637 15,491,445

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  7,903

 役員賞与  △25,000

 剰余金の配当  △93,454

 中間純利益  22,247

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△11,694 △11,694 120,480 108,785

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△11,694 △11,694 120,480 20,481

平成18年９月30日残高(千円) 5,787 5,787 484,117 15,511,927
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20～21ページ 

【訂正前】 

⑤【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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 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) 
   純利益又は中間純損失(△) 

 1,412 △243,943 795,431

 ２ 減価償却費  36,385 198,749 189,081

 ３ 連結調整勘定償却額  29,521 ― 190,631

 ４ のれん償却額  ― 162,116 ―

 ５ 貸倒引当金の増減額  △1,767 29,269 182,543

 ６ 役員賞与引当金の増減額  ― 12,100 ―

 ７ 賞与引当金の増減額  8,590 6,678 981

 ８ 受取利息及び受取配当金  △57,787 △18,154 △56,993

 ９ 支払利息  14,982 21,692 51,967

 10 為替差損益  △1,329 △224 △2,779

 11 固定資産売却益  ― △460,971 △203,425

 12 固定資産除却損  2,450 26,472 19,774

 13 売上債権の増減額  1,408,200 264,305 1,250,786

 14 営業貸付金の増減額  △2,752,844 △1,865,810 △2,863,987

 15 たな卸資産の増減額  △208,583 △277,572 8,806

 16 仕入債務の増減額  △318,704 △132,203 △69,712

 17 前受金の増減額  88,530 198,928 △285,438

 18 持分変動損益  ― △240,596 ―

 19 役員賞与の支払額  △39,000 △25,000 △39,000

 20 その他  △356,611 △171,028 △40,476

    小計  △2,146,554 △2,515,193 △871,809

 21 利息及び配当金の受取額  59,127 18,834 57,674

 22 利息の支払額  △14,579 △23,235 △49,934

 23 法人税等の支払額  △768,590 △429,240 △799,837

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △2,870,597 △2,948,834 △1,663,906
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 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 定期預金の払戻による収入  ― 116,761 18,215

 ２ 有形固定資産の取得による 
   支出 

 △340,566 △1,068,185 △1,834,835

 ３ 有形固定資産の売却による
収入 

 ― 1,726,365 289,454

 ４ 無形固定資産の取得による 
   支出 

 ― △45,695 △114,721

 ５ 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △395,205 △257,298 △1,432,780

 ６ 投資有価証券の売却による 
   収入 

 415,159 45,267 490,518

 ７ 貸付による支出  △134,152 △1,118,642 △185,152

 ８ 貸付金の回収による収入  16,098 12,413 181,856

９ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 △2,090,370 ― △2,126,840

10  連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
収入 

 58,395 5,140 222,969

 11 連結子会社の株式の追加取
得による支出 

 ― △4,900 ―

 12 その他  84,278 △21,461 309,233

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △2,386,363 △610,234 △4,182,084

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  1,165,522 3,909,259 2,340,058

 ２ 長期借入金の借入による 
収入 

 785,000 ― 785,000

 ３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △1,065,056 △746,104 △1,778,151

 ４ 社債の償還による支出  ― ― △40,000

 ５ 株式の発行による収入  9,504,801 7,903 9,511,199

 ６ 少数株主の増資引受による
払込額 

 ― 454,400 ―

 ７ 配当金の支払額  △82,196 △93,862 △82,395

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 10,308,071 3,531,595 10,735,711
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【訂正後】 

⑤【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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 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 

 124,352 261,120 472,825

 ２ 減価償却費  36,385 198,749 189,081

 ３ 連結調整勘定償却額  29,521 ― 190,631

 ４ のれん償却額  ― 162,116 ―

 ５ 貸倒引当金の増減額  △1,767 29,269 312,543

 ６ 役員賞与引当金の増減額  ― 12,100 ―

 ７ 賞与引当金の増減額  8,590 6,678 981

 ８ 受取利息及び受取配当金  △57,787 △18,154 △56,993

 ９ 支払利息  14,982 21,692 51,967

 10 為替差損益  △1,329 △224 △2,779

 11 固定資産売却益  ― △460,971 △203,425

 12 店舗売却損  ― ― △276,649

 13 固定資産除却損  2,450 26,472 19,774

 14 売上債権の増減額  579,770 159,305 118,349

 15 営業貸付金の増減額  △2,752,844 △1,865,810 △2,863,987

 16 たな卸資産の増減額  △208,583 △277,572 8,806

 17 仕入債務の増減額  △318,704 △132,203 △69,712

 18 前受金の増減額  88,530 198,928 △74,981

 19 持分変動損益  ― △240,596 ―

 20 役員賞与の支払額  △39,000 △25,000 △39,000

 21 その他  348,279 △571,093 1,077,039

    小計  △2,146,554 △2,515,193 △1,145,439

 22 利息及び配当金の受取額  59,127 18,834 57,674

 23 利息の支払額  △14,579 △23,235 △49,934

 24 法人税等の支払額  △768,590 △429,240 △799,837

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △2,870,597 △2,948,834 △1,937,536
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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) 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 定期預金の預入による支出  ― ― △23,471

 2 定期預金の払戻による収入  ― 116,761 18,215

 3 有形固定資産の取得による 
   支出 

 △340,566 △1,068,185 △1,561,205

 4 有形固定資産の売却による
収入 

 ― 1,726,365 622,804

 5 店舗売却による収入  ― ― 333,350

 6 無形固定資産の取得による 
   支出 

 ― △45,695 △114,721

 7 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △395,205 △257,298 △1,432,780

 8 投資有価証券の売却による 
   収入 

 415,159 45,267 490,518

 9 貸付による支出  △134,152 △1,118,642 △185,152

 10 貸付金の回収による収入  16,098 12,413 181,856

11 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 △2,090,370 ― △2,126,840

12  連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
収入 

 58,395 5,140 222,969

 13 連結子会社の株式の追加取
得による支出 

 ― △4,900 ―

 14 その他  84,278 △21,461 △646

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △2,386,363 △610,234 △3,908,454

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  1,165,522 3,909,259 2,340,058

 ２ 長期借入金の借入による 
収入 

 785,000 ― 785,000

 ３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △1,065,056 △746,104 △1,778,151

 ４ 社債の償還による支出  ― ― △40,000

 ５ 株式の発行による収入  9,504,801 7,903 9,511,199

 ６ 少数株主の増資引受による
払込額 

 ― 454,400 ―

 ７ 配当金の支払額  △82,196 △93,862 △82,395

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 10,308,071 3,531,595 10,735,711
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27 ページ 

【訂正前】 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

③   ――――― ③ 役員賞与引当金 

    

（中略） 

 

（会計方針の変更） 

    

   （中略） 

 

    この結果、従来の方法に比

べて、営業損失、経常損失及

び税金等調整前中間純損失

が、12,100千円増加しており

ます。 

    なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

③   ――――― 

 
【訂正後】 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

③   ――――― ④ 役員賞与引当金 

    

（中略） 

 

（会計方針の変更） 

    

   （中略） 

 

    この結果、従来の方法に比

べて、営業損失、経常損失が

12,100千円増加し、税金等調

整前中間純利益が、12,100千

円減少しております。 

    なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

③   ――――― 
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30 ページ 

【訂正前】 
会計処理の変更 
 
中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

（中略） 

 

――――― 

（中略） 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 

（中略） 

 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は16,024,943千円

であります。 

 

中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表等規則により作成し

ております。 

（中略） 

 

――――― 

 
 
【訂正後】 
会計処理の変更 
 
中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

（中略） 

 

――――― 

（中略） 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 

（中略） 

 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は15,027,809千円

であります。 

 

中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表等規則により作成し

ております。 

（中略） 

 

――――― 
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32 ページ 

【訂正前】 
表示方法の変更 
 
中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結損益計算書） 

 受取配当金は、営業外収益総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前中間連結

会計期間は、営業外収益の「その他」に20,082千円含ま

れております。 

 

 中略 

 

中略  

 

 
【訂正後】 
表示方法の変更 
  
中略 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結損益計算書） 

 受取配当金は、営業外収益総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前中間連結

会計期間は、営業外収益の「その他」に500千円含まれ

ております。 

 

中略 

 

中略 
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32 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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,476,765千円 

※２    ＿＿＿＿＿ 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,328,946千円

※２ 担保に供している資産 

   現金及び預金    9,860千円

   上記現金及び預金は、一年内

返済予定長期借入金10,008千

円、長期借入金16,656千円の担

保に供しております。 

※１ 減価償却累計額 

   有形固定資産 3,313,003千円

※２ 担保に供している資産 

建物及び構築物 300,140 千円

土地 435,281 千円

計 735,421 千円

上記物件は、一年内返済予定長

期借入金58,800千円、長期借入金

672,300千円の担保に供しており

ます。 

 

中略 中略 中略 

   

【訂正後】 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,476,765千円 

※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。 

    

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 3,328,946千円

※２ 担保に供している資産 

   現金及び預金    9,860千円

   上記現金及び預金は、一年内

返済予定長期借入金10,008千

円、長期借入金16,656千円の担

保に供しております。 

※１ 減価償却累計額 

   有形固定資産 3,313,029千円

※２ 担保に供している資産 

建物及び構築物 299,776 千円

土地 435,281 千円

計 735,057 千円

上記物件は、一年内返済予定長

期借入金58,800千円、長期借入金

672,300千円の担保に供しており

ます。 

 

中略 中略 中略 
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33 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17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

（略） (略) (略) 

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

であります。 

機械装置及び運搬具   181千円 
 

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

(建物附属設備) 2,334千円

(工具器具備品) 116千円

 

 

 

 

※３ 固定資産除却損は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物 23,956 千円

その他 

(機械装置及び運搬具)
334 千円

その他 

（工具器具備品） 
2,181 千円

 計 26,472 千円
 

※３ 固定資産除却損は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 12,864 千円

機械装置及び運搬具 6,601 千円

その他 

（工具器具備品） 
308 千円

計 19,774 千円

 

 

 
【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17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

（略） (略) (略) 

※２ 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。 

※３    ――――― 

※２ 主に、不動産取引で発生し

た訂正に伴い、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。 

※３ 

  ――――― 

※２ 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。 

※３ 固定資産売却損は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具   181千円 
 

※４ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

(建物附属設備) 2,334千円

(工具器具備品) 

 

116千円

 

 

 

※５    ――――― 

※４ 固定資産除却損は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物 23,956 千円

その他 

(機械装置及び運搬具)
334 千円

その他 

（工具器具備品） 
2,181 千円

 計 26,472 千円

※５    ――――― 

※４ 固定資産除却損は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 12,864 千円

機械装置及び運搬具 6,601 千円

その他 

（工具器具備品） 
308 千円

計 19,774 千円

 

※５ 売上取引で発生した取引の訂

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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35～39 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 

前中間連結会計期間(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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
906,577 291,657 170,366 2,138,673 ― 64,276 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 93,711 421 ― ― 104,509 (104,509) ―

計 906,577 302,033 264,077 2,139,095 ― 64,276 3,676,061 (104,509) 3,571,551

  営業費用 513,719 293,454 262,469 2,101,505 ― 36,102 3,207,252 346,266 3,553,519

  営業利益 392,857 8,579 1,608 37,589 ― 28,173 468,809 (450,776) 18,032

（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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 
 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) 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」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その他

の事業」の６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「医薬品等の販売事業」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。 
「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 10％を超えたため、当中間連結会計
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期間より別記しております。 
 なお、当該事業に携わっている小林製薬工業㈱は平成 17 年７月 29 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。よって、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

計期間の実績はありません。 
また、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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
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 478,770 51,099 9,616 ― ― 10,512 549,999 (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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 1,067,755 425,025 210,242 ― 911,239 5,773,185 ― 5,773,185

(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 3,158,921 1,080,229 435,009 210,242 ― 911,239 5,795,642  (22,456) 5,773,185

  営業費用 891,418 982,290 393,352 196,755 ― 830,879 3,294,696 797,897 4,092,594

  営業利益 2,267,503 97,938 41,656 13,486 ― 80,360 2,500,945 (820,354) 1,680,591

 



- 31 - 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
978,572 794,180 135,670 2,643,848 1,940,718 166,092 6,659,081 ― 6,659,081

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 44,551 72,839 8,555 ― 38,739 164,686 (164,686) ―

計 978,572 838,732 208,509 2,652,403 1,940,718 204,832 6,823,767 (164,686) 6,659,081

  営業費用 824,714 791,524 208,988 2,957,185 2,248,198 201,507 7,232,118 323,333 7,555,452

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
153,858 47,207 △478 △304,782 △307,480 3,324 △408,350 (488,019) △896,370

（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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産管理事業、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、501,226千円であり、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。 

 

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)  
 

 
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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
2,955,892 2,256,691 318,167 4,836,229 2,182,217 167,890 12,717,088 ― 12,717,088

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 55,197 158,986 2,270 ― 74,982 291,436 （291,436） ―

計 2,955,892 2,311,888 477,153 4,838,500 2,182,217 242,873 13,008,525 （291,436） 12,717,088

  営業費用 1,423,968 2,242,898 473,943 5,041,157 2,182,718 210,743 11,575,429 582,555 12,157,985

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
1,531,924 68,990 3,210 △202,657 △501 32,129 1,433,095 （873,992） 559,103

（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。 
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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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) 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、927,362千円であり、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、当連結会計年度より「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」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その他の事

業」の６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（現 ㈱アイ

ロムロハス）、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「医薬品等の販売事業」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、当連結会計年度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。 

「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 10％を超えたため、当連結会計年度

より別記しております。 

また、前連結会計年度において当連結会計年度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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 1,067,755 425,025 210,242 ― 911,239 5,773,185 ― 5,773,185

(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 3,158,921 1,080,229 435,009 210,242 ― 911,239 5,795,642 (22,456) 5,773,185

  営業費用 891,418 982,290 393,352 196,755 ― 830,879 3,294,696 797,897 4,092,594

  営業利益 2,267,503 97,938 41,656 13,486 ― 80,360 2,500,945 (820,354) 1,680,591

略 
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【訂正後】 
１． 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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

（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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 
 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) 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」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その他

の事業」の６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「医薬品等の販売事業」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。 
「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 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。 
 なお、当該事業に携わっている小林製薬工業㈱は平成 17 年７月 29 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。よって、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
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計期間の実績はありません。 
また、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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
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 478,770 51,099 9,616 ― ― 10,512 549,999 (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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 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) 4,594,073

  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 1,088,991 97,938 41,656 13,486 ― 80,360 1,322,433 (817,173) 505,260
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当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
978,572 794,180 135,670 2,643,848 1,940,718 166,092 6,659,081 － 6,659,081

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

－ 44,551 72,839 8,555 － 38,739 164,686 （164,686） － 

計 978,572 838,732 208,509 2,652,403 1,940,718 204,832 6,823,767 （164,686） 6,659,081

  営業費用 734,714 791,524 208,988 2,957,185 2,248,198 201,507 7,142,118 325,891 7,468,009

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
243,858 47,207 △478 △304,782 △307,480 3,324 △318,350 (490,577） △808,928

（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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) その他の事業 

  上記以外の事業(不動産管理事業、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、503,784千円であり、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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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)  
 

 
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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 
2,606,384 2,256,691 318,167 4,836,229 2,182,217 167,890 12,367,580 ― 12,367,580

(2) セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

― 55,197 158,986 2,270 ― 74,982 291,436 （291,436） ―

計 2,606,384 2,311,888 477,153 4,838,500 2,182,217 242,873 12,659,017 （291,436） 12,367,580

  営業費用 1,423,968 2,242,898 473,943 5,041,157 2,182,718 210,743 11,575,429 583,178 12,158,608

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
1,182,416 68,990 3,210 △202,657 △501 32,129 1,083,587 （874,615） 208,972

（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 

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 

 (4) 医薬品等の販売事業 

    薬局・ドラッグストア等で、医薬品等の小売や卸売を行う事業 

    （5）医薬品等の製造販売事業 

 受託生産を含め、医薬品等を製造及び販売する事業 

（6) 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、927,985千円であり、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、当連結会計年度より「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」、「医薬品等の販売事業」、「医薬品等の製造販売事業」、「その他の事

業」の６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（現 ㈱アイ

ロムロハス）、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「医薬品等の販売事業」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、当連結会計年度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。 

「医薬品等の製造販売事業」は、当該事業の資産が全セグメント資産の 10％を超えたため、当連結会計年度

より別記しております。 

また、前連結会計年度において当連結会計年度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。 
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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

販売事業

（千円）

医薬品等の

製造販売

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 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 4,081,413

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

略 
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【訂正前】 

 (１株当たり情報) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

１株当たり純資産額 
17,014円

12銭
 

１株当たり純資産額
17,137円

75銭
 

１株当たり純資産額 
17,548円

15銭
 

１株当たり中間純利益 
27円
85銭

 
１株当たり中間純損失

296円
70銭

 
１株当たり当期純利益 

490円
99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、1株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。 
 

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、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 

469円
37銭

 
(注) 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17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

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)

中間連結損益計算書（連結損益
計算書）上の中間(当期)純利益
又は中間純損失（△） 

△25,651千円 △277,290千円 480,427千円

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)

25,000千円
(25,000千円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失（△） 

△25,651千円 △277,290千円 455,427千円

期中平均株式数 921,011株 934,570株 927,570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 ――――― ――――― 42,720株

普通株式増加数 ――――― ――――― 42,720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9,957

個。 

新株予約権の数9,933

個。 

――――― 

 
【訂正後】 

 (１株当たり情報) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

１株当たり純資産額 
16,044円

44銭
 

１株当たり純資産額
16,071円

37銭
 

１株当たり純資産額 
16,187円

40銭
 

１株当たり中間純利益 
51円
31銭

 
１株当たり中間純利益

22円
94銭

 
１株当たり当期純利益 

148円
19銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

48円
81銭 

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

22円
94銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

141円
67銭

 
(注) 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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

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)

中間連結損益計算書（連結損益
計算書）上の中間(当期)純利益
又は中間純損失（△） 

47,260千円 22,247千円 162,457千円

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)

25,000千円
(25,000千円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失（△） 

47,260千円 22,247千円 137,457千円

期中平均株式数 921,011株 934,570株 927,570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        47,289株        35,131 株 42,720株

普通株式増加数        47,289株        35,131 株 42,720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 

――――― 希薄化効果を有しない

新株予約権の数9,930

個。 

――――― 
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【訂正前】 
(重要な後発事象) 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

 

 

（省略） 

（持株会社体制への移行） 

 

（中略） 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

 

(中略) 

 

⑤ＳＭＯ事業の売上高 
2,705,216 千円 
（平成 18 年３月期） 

 

(略) 

（持株会社体制への移行） 

 
（中略） 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

 

（中略） 

 

⑤ＳＭＯ事業の売上高 
2,705,216 千円 
（平成 18 年３月期） 

 
（中略） 
 

(4) 分割当事会社の概要 

 平成18年

３月31日

現在 

平成18年

10月２日

（予定） 

平成18年

３月31日

現在 

(1)商号

 

株式会社 

アイロム 

（分割会

社） 

（株式会

社アイロ

ムホール

ディング

スに商号

変更予定）

株式会社 

アイロム

（新設会

社） 

 

株式会社

アイロム

メディッ

ク（承継

会社） 

 

(2)株主

資本 

16,131,896 

千円 
1,240,163 

千円 
241,260 

千円

 
(3)負債 1,723,598 

千円 
899,941 

 千円 
7,316,500 

千円

(4)総資産 17,855,495 

千円 
2,140,104 

千円 
7,557,761 

千円

 
(5)従業

員数 

163 名 

 

約180 名 

 

－名 

（注）

 

（注）１株式会社アイロムメディッ

クは、役員のみであるため

従業員数は記載しておりま

せん。 

２上記の数字は予測値であり

ます。 
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【訂正後】 
(重要な後発事象) 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

 

 

（省略） 

（持株会社体制への移行） 

 

（中略） 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

 

(中略) 

 

⑤ＳＭＯ事業の売上高 
2,606,384 千円 
（平成 18 年３月期） 

 

(略) 

（持株会社体制への移行） 

 
（中略） 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

 

（中略） 

 

⑤ＳＭＯ事業の売上高 
2,606,384 千円 
（平成 18 年３月期） 

 
（中略） 
 

(4) 分割当事会社の概要 

 平成18年

３月31日

現在 

平成18年

10月２日

（予定） 

平成18年

３月31日

現在 

(1)商号

 

株式会社 

アイロム 

（分割会

社） 

（株式会

社アイロ

ムホール

ディング

スに商号

変更予定）

株式会社 

アイロム

（新設会

社） 

 

株式会社

アイロム

メディッ

ク（承継

会社） 

 

(2)株主

資本 

14,910,559 

千円 
1,240,163 

千円 
165,925

千円

 
(3)負債 2,681,034 

千円 
899,941 

 千円 
7,316,500 

千円

(4)総資産 17,591,593 

千円 
2,140,104 

千円 
7,482,426

千円

 
(5)従業

員数 

163 名 

 

約180 名 

 

－名 

（注）

 

（注）１株式会社アイロムメディッ

クは、役員のみであるため

従業員数は記載しておりま

せん。 

２上記の数字は予測値であり

ます。 

 




