
第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第28期より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成22年６月30日)、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表

分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号 平成22年６月30日)を適

用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員を記載しており、( )内に臨時雇

用者数(契約社員、パート社員、派遣社員を含む)(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

  

 

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 

売上高 (千円) 19,576,619 20,574,659 22,873,542 26,387,273 29,305,786 

経常利益 (千円) 1,151,864 1,036,163 1,200,634 1,245,975 1,458,162 

当期純利益 (千円) 624,059 790,939 685,745 797,468 910,584 

包括利益 (千円) 626,434 852,130 783,125 870,573 935,161 

純資産額 (千円) 4,269,452 5,025,777 5,713,098 6,384,768 7,249,651 

総資産額 (千円) 14,810,026 15,624,970 17,729,537 22,563,436 24,796,533 

１株当たり純資産額 (円) 2,228.19 2,622.92 2,981.62 3,332.19 3,783.57 

１株当たり当期純利益
金額 

(円) 326.08 412.78 357.88 416.19 475.23 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

(円) ─ ― － － － 

自己資本比率 (％) 28.8 32.2 32.2 28.3 29.2 

自己資本利益率 (％) 15.6 17.0 12.8 13.2 13.4 

株価収益率 (倍) 6.1 6.2 8.5 12.6 10.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,092,069 828,644 1,232,428 1,011,483 1,555,249 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △2,298,002 1,109,763 △1,771,720 △1,044,590 △1,156,594 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,065,000 △301,698 776,326 538,860 803,151 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 2,185,811 3,822,521 4,059,556 4,565,309 5,767,116 

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
584 644 686 936 965 

(105) (112) (145) (272) (317) 
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第29期の１株当たり配当額には新本社ビル竣工記念配当7.50円を含み、第30期の１株当たり配当額には創立

30周年記念配当5.00円を含んでおります。 

３ 第28期より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成22年６月30日)、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表

分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号 平成22年６月30日)を適

用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

５ 従業員数は、当社外から当社への出向者を含む就業人員を記載しており、( )内に臨時雇用者数(契約社

員、パート社員、派遣社員を含む)(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

  

 

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 

売上高 (千円) 15,411,077 15,851,001 17,446,444 19,793,401 22,834,520 

経常利益 (千円) 968,967 836,616 984,011 1,109,426 1,278,152 

当期純利益 (千円) 526,824 667,056 614,539 690,075 493,305 

資本金 (千円) 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 

発行済株式総数 (株) 20,350 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 

純資産額 (千円) 4,027,420 4,635,316 5,124,397 5,711,419 6,319,017 

総資産額 (千円) 10,843,026 11,083,707 12,361,008 14,533,272 16,845,332 

１株当たり純資産額 (円) 2,101.88 2,419.14 2,674.38 2,980.77 3,297.88 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
5,000.00 50.00 57.50 67.50 68.50 

(―) (―) (－) (30.00) (32.50) 

１株当たり当期純利益
金額 

(円) 275.27 348.13 320.72 360.14 257.45 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

(円) ─ ― － － － 

自己資本比率 (％) 37.1 41.8 41.5 39.3 37.5 

自己資本利益率 (％) 13.9 15.4 12.6 12.7 8.2 

株価収益率 (倍) 7.2 7.4 9.5 14.6 18.4 

配当性向 (％) 18.2 14.4 17.9 18.7 26.6 

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
406 408 424 465 478 
(84) (85) (101) (113) (124) 
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２ 【沿革】 

当社の前身は、現代表取締役社長南野利久が、昭和55年９月に三重県津市西丸之内において、医薬品の販売を事業

目的として近畿商事三重株式会社を設立したことに始まります。 

その後、医薬分業の黎明期に現代表取締役社長南野利久は、調剤薬局の経営を事業目的として、昭和60年４月に株

式会社メディカル一光(資本金10,000千円、券面額50,000円)を三重県津市藤方に設立いたしました。 

近畿商事三重株式会社設立以後の事業内容の変遷は、次のとおりであります。 

  

 

年月 事項 

昭和55年９月 医薬品の販売を事業目的として近畿商事三重株式会社を設立 

昭和57年12月 近畿商事三重株式会社の本店を三重県津市藤方に移転 

昭和60年４月 調剤薬局の経営を事業目的として株式会社メディカル一光を設立 

昭和60年６月 初の店舗として三重県津市に西古河調剤薬局を開設 

昭和61年４月 大阪府に進出(大阪市東成区 アイ調剤薬局(現 フラワー薬局緑橋店)を開設) 

平成３年２月 近畿商事三重株式会社の商号を株式会社キンキ・コーポレーションに変更 

平成６年11月 愛知県に進出(名古屋市守山区 もりやま薬局を開設) 

平成８年３月 調剤薬局の運営を事業目的としていた株式会社フラワーを子会社化 

平成８年４月 福井県に進出(坂井市三国町 たんぽぽ薬局を開設) 

平成８年４月 株式会社メディカル一光と株式会社キンキ・コーポレーションが合併(存続会社 株式会社メデ

ィカル一光)し、本社内に営業部を新設 

平成８年５月 株式会社フラワーの商号を株式会社北海道メディカル一光に変更し、本店を北海道旭川市曙一

条に移転 

平成８年６月 調剤薬局の運営支援を事業目的としていた株式会社プローエステートを子会社化 

平成８年８月 北海道に進出(旭川市 コスモス薬局(旭川)を開設) 

平成８年10月 株式会社プローエステートの商号を株式会社中国メディカル一光に変更 

平成８年10月 株式会社中国メディカル一光が公和エンタープライズ株式会社より医療法人財団公仁会への病

院施設の賃貸業務を譲受し、不動産事業へ本格的に進出 

平成９年２月 株式会社中国メディカル一光の本店を島根県松江市鹿島町に移転 

平成９年６月 調剤薬局の経営支援を事業目的とした子会社、株式会社京都メディカル一光を京都府左京区北

白川に設立 

平成９年７月 奈良県に進出(橿原市 あじさい薬局を開設) 

平成９年９月 株式会社メディカル一光と株式会社中国メディカル一光が合併(存続会社 株式会社メディカル

一光) 

平成９年11月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)と資本提携に関する覚書を締結 

平成10年２月 京都府に進出(京都市伏見区 クローバー薬局を開設) 

平成10年８月 株式会社京都メディカル一光の商号を株式会社キンキ・コーポレーションに変更し、本店を三

重県津市藤方に移転 

平成12年３月 株式会社北海道メディカル一光の営業権を株式会社メディカル一光に譲渡 

平成12年５月 子会社である株式会社キンキ・コーポレーションの解散を行ない、同年12月清算を結了 

平成12年６月 子会社である株式会社北海道メディカル一光の解散を行ない、同年12月清算を結了 

平成14年７月 兵庫県に進出(川辺郡猪名川町 フラワー薬局猪名川店を開設) 

平成16年４月 滋賀県に進出(東近江市 フラワー薬局湖東店を開設) 
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年月 事項 

平成16年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年８月 島根県に進出(松江市 フラワー薬局松江店を開設) 

平成17年９月 株式会社グローバル総合研究所と資本業務提携を締結 

平成17年10月 施設介護事業分野へ進出するため、株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)を設立 

平成18年３月 医薬品卸事業を分社し、株式会社メディシン一光(現 連結子会社)を設立 

平成18年５月 平安薬局株式会社及び有限会社メデコアの全株式を取得 

平成18年11月 株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)が三重県津市で医療モール事業を開始 

平成19年３月 株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)が島根県松江市に有料老人ホームを開設 

平成19年３月 医療及び介護に係る不動産事業を分社し、株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)へ承継 

平成19年７月 株式会社山梨薬剤センター(現 連結子会社)の全株式を取得 

平成21年３月 株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)が有限会社カナエの全株式を取得 

平成21年５月 東邦薬品株式会社と業務提携を締結 

平成21年12月 株式会社グローバル総合研究所との資本業務提携を解消 

平成22年２月 クオール株式会社と業務・資本提携を締結 

平成22年２月 株式会社メディパルホールディングスと業務・資本提携を締結 

平成22年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)

に株式を上場 

平成22年10月 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場

の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に株式を上場 

平成23年９月 有限会社クローバー(現 連結子会社)の全株式を取得 

平成24年２月 株式会社メディパルホールディングスとの資本提携を解消 

平成24年３月 株式会社さつき(現 連結子会社)の全株式を取得 

平成24年４月 機動的・戦略的な投資を目的とした、株式会社ヘルスケア・キャピタル(現 連結子会社)を設立 

平成24年７月 株式会社メディケアサポート(現 連結子会社)の全株式を取得 

平成25年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタ

ンダード)に株式を上場 

平成25年12月 本社を現在の三重県津市西丸之内に移転 

平成26年３月 株式会社メディシン一光(現 連結子会社)より、医薬品卸事業を会社分割により承継 

平成26年３月 子会社である株式会社ヘルスケア・キャピタルが、有限会社三重高齢者福祉会(現 連結子会社)

の全株式を取得 

平成26年４月 子会社である株式会社ヘルスケア・キャピタルが、株式会社ハピネライフケア(現 連結子会社)

の全株式を取得、併せてその完全子会社３社(株式会社ハピネライフケア鳥取・有限会社ハピネ

カンパニー・株式会社ケアスタッフ)を連結子会社化 

平成26年12月 子会社である株式会社ヘルスケア・キャピタルが、株式会社ＹＭＣ(現 連結子会社)の全株式を

取得 

平成27年３月 平安薬局株式会社及び有限会社メデコアを吸収合併 

株式会社ヘルスケア一光(現 連結子会社)が有限会社カナエを吸収合併 

平成27年６月 有限会社ボンボン(現 連結子会社)の全株式を取得 
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３ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社14社、及びその他の関係会社１社により構成されてお

り、医療機関の発行する処方箋に基づき、医薬品の調剤を行う調剤薬局の経営を主たる事業としております。 

当社グループの事業内容は次のとおりであります。なお、次の４区分は「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)

連結財務諸表 注記事項」に記載したセグメントの区分と同一であります。 

(調剤薬局事業) 

当社及び子会社である株式会社山梨薬剤センター、有限会社クローバー、株式会社メディケアサポート、有限会社

ボンボンは、処方箋に基づき医薬品の調剤を行う調剤薬局を経営しております。 

(ヘルスケア事業) 

子会社である株式会社ヘルスケア一光、株式会社さつき、有限会社三重高齢者福祉会、株式会社ハピネライフケア

及びその子会社３社、株式会社ＹＭＣは、介護施設の運営、医療施設等の賃貸業務、及び医療・介護に付随する業務

を行っております。 

(医薬品卸事業) 

当社は、医療機関等へ医薬品の販売を行っております。 

(不動産事業) 

当社は、一般不動産を所有し賃貸業務を行っております。 
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当社グループにおける事業の系統図は次のとおりであります。（平成28年２月29日現在） 
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４ 【関係会社の状況】 

関係会社の状況は、次のとおりであります。 

平成28年２月29日現在 

(注) １ 「議決権の所有[被所有]割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

２ 有価証券報告書の提出会社であります。 

  

 

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
［被所有］ 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)    
株式会社山梨薬剤センター 山梨県山梨市 10,000 調剤薬局事業 100.0 役員の兼任３名 

      

有限会社クローバー 埼玉県所沢市 3,000 調剤薬局事業 100.0 役員の兼任２名 
資金援助を行っておりま
す。 

      

株式会社メディケアサポート 三重県津市 3,000 調剤薬局事業 100.0 役員の兼任２名 
資金援助を行っておりま
す。 
事務処理等を受託しており
ます。 

      

有限会社ボンボン 滋賀県栗東市 3,000 調剤薬局事業 100.0 
役員の兼任１名 
資金援助を行っておりま
す。 

    
  

  

株式会社ヘルスケア一光 三重県津市 90,000 ヘルスケア事業 100.0 
(100.0)

役員の兼任４名 
  

      

株式会社さつき 兵庫県神戸市 10,000 ヘルスケア事業 100.0 
(100.0)

役員の兼任３名 

      

有限会社三重高齢者福祉会 三重県津市 3,000 ヘルスケア事業 100.0 
(100.0)

― 

            
株式会社ハピネライフケア 鳥取県米子市 32,600 ヘルスケア事業 100.0 

(100.0)
役員の兼任１名 

     
株式会社ハピネライフケア鳥取 鳥取県米子市 27,400 ヘルスケア事業 100.0 

(100.0)
役員の兼任１名 

            
有限会社ハピネカンパニー 鳥取県米子市 3,000 ヘルスケア事業 100.0 

(100.0)
役員の兼任１名 

            
株式会社ケアスタッフ 鳥取県米子市 10,000 ヘルスケア事業 100.0 

(100.0)
役員の兼任１名 

     
株式会社ＹＭＣ 三重県津市 10,000 ヘルスケア事業 100.0 

(100.0)
役員の兼任１名 
社宅を賃借しております。 

            
株式会社メディシン一光 三重県津市 30,000 不動産事業 100.0 役員の兼任４名 

資金援助を行っておりま
す。 
事務処理等を受託しており
ます。 
事務所を賃借しておりま
す。 

      

株式会社ヘルスケア・キャピタル 三重県津市 50,000 投資事業 100.0 役員の兼任６名 
資金援助を行っておりま
す。 
事務処理等を受託しており
ます。 

(その他の関係会社)           
イオン株式会社 (注)２ 千葉市美浜区 220,007,994 総合小売業 [26.6] 監査役の受入１名 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成28年２月29日現在 

(注) １ 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であり、( )内に臨時雇用者数

(契約社員、パート社員、派遣社員を含む)(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

２ 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない総務及び経理等の管理部門に所属している従業員であり

ます。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成28年２月29日現在 

  

(注) １ 従業員数は、他社から当社への出向者を含み、当社から他社への出向者を除く就業人員であり、( )内に臨

時雇用者数(契約社員、パート社員、派遣社員を含む)(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与(平成27年３月から平成28年２月まで)は賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない総務及び経理等の管理部門に所属している従業員であり

ます。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

調剤薬局事業 
473 

(120) 

ヘルスケア事業 
442 

(182) 

医薬品卸事業 
22 

(12) 

不動産事業 1 

全社（共通） 
27 
(3) 

合計 
965 

(317) 
 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

478 
(124) 

36.1 8.0 4,973 
 

セグメントの名称 従業員数(名) 

調剤薬局事業 
428 

(109) 

医薬品卸事業 
22 

(12) 

不動産事業 1 

全社（共通） 
27 
(3) 

合計 
478 

(124) 
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