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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、調剤薬局を経営する「調剤薬局事業」、居住系介護施設・通所介護事業所・訪問介護事業所の運

営、医療・介護に付随する業務を行う「ヘルスケア事業」、医療機関等への医薬品の販売を行う「医薬品卸事業」、

不動産の賃貸業務を行う「不動産事業」について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、事業形態を基礎とした、「調剤薬局事業」、「ヘルスケア事業」、「医薬品卸事業」、「不動産事業」の

４つを報告セグメントとしております。

当連結会計年度の期首に、当社の連結子会社である株式会社ハピネライフ一光の事業の一部を会社分割し、同じく

連結子会社である株式会社ヘルスケア・キャピタルへ承継いたしました。

この組織再編に伴い、従来「ヘルスケア事業」に属していた賃貸不動産管理事業を「不動産事業」に移管しており

ます。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、当該変更後の区分により作成したものを記載しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概

ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースで集計しております。

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位:千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

連結財務諸
表計上額
(注)２

調剤薬局
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業

売上高

　外部顧客への売上高 22,898,374 6,250,786 2,661,075 232,217 32,042,454 ― 32,042,454

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 365 993,365 2,520 996,250 △996,250 ―

計 22,898,374 6,251,152 3,654,440 234,737 33,038,705 △996,250 32,042,454

セグメント利益 1,436,046 315,249 82,959 133,923 1,968,178 △763,349 1,204,829

セグメント資産 8,277,321 8,437,362 1,255,860 1,650,088 19,620,633 6,573,016 26,193,649

その他の項目

　減価償却費 (注)３ 153,356 379,023 11,874 41,150 585,405 48,595 634,000

減損損失 25,729 ─ ― ─ 25,729 ― 25,729

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額
　(注)３

104,390 23,131 2,769 ─ 130,290 175,388 305,679

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△763,349千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,132,367千円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額6,573,016千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産12,589,992千

円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社及び子会社の余資運用資金

(現預金及び有価証券)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(3) その他の項目の調整額は、親会社の管理部門に係るものであります。
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２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び長期前払消費税等とこれらに

係る償却額が含まれております。

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位:千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

連結財務諸
表計上額
(注)２

調剤薬局
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業

売上高

　外部顧客への売上高 22,038,529 6,680,494 2,657,630 227,013 31,603,667 ― 31,603,667

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 100 1,064,407 2,160 1,066,667 △1,066,667 ―

計 22,038,529 6,680,594 3,722,037 229,173 32,670,334 △1,066,667 31,603,667

セグメント利益 1,307,238 167,399 82,730 119,053 1,676,421 △646,082 1,030,339

セグメント資産 7,436,628 9,848,024 1,352,889 1,627,519 20,265,062 8,290,537 28,555,599

その他の項目

　減価償却費 (注)３ 140,969 377,465 8,346 40,158 566,940 55,010 621,951

減損損失 80,338 ─ ― ─ 80,338 ― 80,338

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額
　(注)３

128,494 77,666 400 ─ 206,560 257,689 464,250

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△646,082千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,329,650千円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額8,290,537千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産14,771,518千

円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社及び子会社の余資運用資金

(現預金及び有価証券)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(3) その他の項目の調整額は、親会社の管理部門に係るものであります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び長期前払消費税等とこれらに

係る償却額が含まれております。

(関連情報)

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
　
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
　
３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。
　

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
　
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
　

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

調剤薬局事業 ヘルスケア事業 医薬品卸事業 不動産事業

当期償却額 155,476 34,093 2,335 ― ― 191,905

当期末残高 905,238 266,484 37,570 ― ― 1,209,292

　

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

調剤薬局事業 ヘルスケア事業 医薬品卸事業 不動産事業

当期償却額 150,496 56,421 2,335 ― ― 209,253

当期末残高 731,396 1,013,873 35,234 ― ― 1,780,504

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり純資産額 2,667円87銭 １株当たり純資産額 2,791円69銭

１株当たり当期純利益金額 210円36銭 １株当たり当期純利益金額 221円63銭

(注) １ 当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前

連結会計年度の期首に当該株式分割が実施されたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利

益金額を算定しております。

２ 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。

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

純資産の部の合計額(千円) 10,170,924 10,486,053

純資産の部から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 10,170,924 10,486,053

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた期末の普通株式の数(株)

3,812,366 3,756,166

４ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

当期純利益(千円) 801,993 836,220

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 801,993 836,220

普通株式の期中平均株式数(株) 3,812,366 3,772,907
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(重要な後発事象)

(株式分割)

当社は、2021年１月20日開催の取締役会において株式分割を行うことを決議し、３月１日付で実行いたしました。

１ 株式分割の目的

株式の分割を行うことにより、投資単位当たりの金額を引き下げ投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、

投資家層の拡大を図ることを目的としております。

２ 株式分割の概要

(１) 分割の方法

2021年２月28日(日曜日)(ただし当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は 2021年２月26日(金曜日))

を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式１株につき、２株の割合を

もって分割いたしました。

(２) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 2,035,000株

今回の分割により増加する株式数 2,035,000株

株式分割後の発行済株式総数 4,070,000株

株式分割後の発行可能株式総数 6,000,000株 (増減なし)

(３) 分割の日程

基準日公告日 2021年２月１日(月曜日)

基準日 2021年２月28日(日曜日)

(当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は2021年２月26日(金曜日)）

効力発生日 2021年３月１日(月曜日)

３ １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割による影響については、「(５)連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報)」に記載してお

ります。

４．その他

（１）役員の異動

① 退任予定取締役

取締役 滝口 広子 (本名 玉泉 広子)

② 新任取締役候補者

取締役 安達 佳之 (現 株式会社メディカル一光 代表取締役)

取締役 堀野 桂子 (本名 桶葭 桂子) (現 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー)

③ 異動予定日

2021年５月26日

（２）その他

該当事項はありません。

　

　


