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単元未満株とは
�　証券取引所での売買や、株主総会での議決権の行使には、一定の株式が必要であり、その最低株式数を単元株と呼び、
これに満たない株を単元未満株といいます。
　当社は100株を１単元としておりますので、100株に満たない株は単元未満株になります。
単元未満株の買取請求及び買増請求について
単元未満株の買取制度（買取手数料無料）：
　単元未満株をご所有の株主さまからのご請求により、単元未満株を当社が時価で買取る制度です。
　（例）130株をお持ちの場合、30株を当社に売却できます。
単元未満株の買増制度（買増手数料無料）：
�　単元未満株をご所有の株主さまからのご請求により、単元株数に不足する株式を買増しし、単元株にしていただく制度です。
　（例）130株をお持ちの場合、70株を買増しすることで200株となります。
お問い合わせ先：口座を開設されている証券会社
　　　　　　　　※特別口座の場合：三井住友信託銀行株式会社
＊　当社は買取手数料・買増手数料を無料としておりますので、ご利用いただきやすい制度となっております。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催
権利確定日 期末配当　毎年3月31日　中間配当　毎年9月30日
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目５番３３号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
（電話照会先） �0120-782-031
（インターネットホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
　証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
　証券会社の口座のご利用がない株主さまは、上記電話照会先までご連絡ください。
【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主さまには、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会
社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
公告の方法 当社の公告方法は、電子公告とします。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。
電子公告掲載ホームページアドレス�http://www.falco-sd.co.jp/stockholder/

株主インフォメーション

株主メモ



Interview with the President トップインタビュー

第26期は17期連続の増収と
過去最高の利益を達成

　第26期（平成25年3月期）における当社

グループを取り巻く経営環境は、経済状況が

好転の兆しを見せはじめたとはいえ、依然とし

て厳しい状況が続いております。受託臨床検査

市場並びに調剤薬局市場では、診療報酬や調剤

報酬、薬価の改定並びに同業社間の競争激化に

より、受託単価の下落、収益性の低下といった

影響を受けております。また、ドラッグストア

市場においても、消費者の低価格・節約志向は

根強く、同業社間の出店・価格競争は相変わら

ず激しい状況です。

予防医学・個別化医療を
視野に入れ、

「医療総合サービスの新展開」を
推進いたします。

　このような中、当社グループは収益性の向上

を図るため、事業の再編を行い、コスト構造の

見直しに取り組みました。

　また、更なる成長に向けた周辺事業の事業基

盤の確立についても着実に前進させることがで

きました。例えば、臨床検査事業に属する遺伝

子ビジネスの検査数が堅調に増加してきていま

す。グループ全体の業績への寄与という点では

まだ十分ではありませんが、今後の成長に大い

に期待しています。

　第26期の業績は、売上高627億58百万円

（前期比3.2%増）となりましたが、調剤報酬及

び薬価の改定の影響等により営業利益は21億
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代表取締役社長
平﨑 健治郎

決算のポイント

売上高、当期純利益ともに過去最高を達成

営業活動によるキャッシュ・フローの改善
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Interview with the President トップインタビュー

28百万円（前期比1.8%減）となりました。ま

た、金融収支の改善等により経常利益は21億

86百万円（前期比4.9%増）、投資有価証券の

売却等により当期純利益は12億90百万円（前

期比88.9%増）となりました。

　このような業績に伴い、株主のみなさまへの

配当につきましては、「業績等に応じた適正な

利益還元」の基本方針に基づき、期末配当を前

期より1円増配し、12円とさせていただきます。

前事業年度の事業連携をモデルとし
来期以降その動きを加速させていく 　

　現在、当社グループは「医療総合サービス

の新展開」として、臨床検査事業・調剤薬局

事業・ドラッグ事業の連携を基軸に、新たな取

り組みを推進しています。既に金沢市内の大型

商業施設に臨床検査事業の営業所・ラボを併設

したドラッグストア店舗を、京都市内の医療

モールにサプリメントサロンを併設した新しい

タイプの調剤薬局を出店しておりますが、今後

これらをモデルケースに拠点展開していきたい

と考えています。

　なお、自分の健康は自分で守るというセルフ

メディケーションに役立つサプリメント商品に

ついては、調剤薬局全店舗を対象に導入を予定

しております。これにより、地域の「かかりつ

け薬局」としての薬局機能の強化に一歩前進す

ることとなります。

　また、ドラッグ事業については、引き続き不

採算店舗の改善と売り場の再編成に取り組みま

す。全店舗を対象に、立地特性に応じた商品構

成並びに営業時間の見直しを実施します。

「迅速で正確な検査報告」を基本として 
検査・集配体制を構築

　3事業連携を当社グループの主要施策とし

て推進していく上で、土台となる臨床検査事

業の基盤を更に強固なものにしていく必要があ

ります。

　当社グループでは、検査結果を迅速に医療機

関にお届けするため、各地に設けている基幹ラ

ボを核に、各地域において営業所とラボ間で検

査・集配体制を構築しています。このような体

制作りは、災害等におけるリスクヘッジともな

り、結果報告の遅延を防ぐことが可能となりま

す。今後も「優先すべきは迅速で正確な検査結

果の報告」との観点に立ち、事業を推進してい

く所存です。

老朽化したラボや営業所の
改築・移転を計画

　設備面での課題としては、臨床検査事業に

おけるラボや営業所の老朽化対策があります。

順次、改築や移転を行う計画です。

　当社グループが推進している「医療総合サー

ビスの新展開」は、今後進展が予想される予防

医学・個別化医療を視野に入れた取り組みです。

　第27期においても、「医療総合サービスの新

展開」を更に推進する施策を実施していく計画�

です。

　株主のみなさまにおかれましては、当社グ

ループの方針へのご理解を賜るとともに、これ

まで以上のご支援・ご鞭撻をお願い申しあげます。
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Topics トピックス

在宅訪問の業務効率化と質の向上を目指し
「訪問薬剤管理支援システム」を導入

　

　今後、地域医療の進展には、カルテや薬剤服用歴、健康
情報などの患者情報を共有できる環境整備が欠かせま
せん。患者情報については個人情報の中でも高いセキュ
リティが要求されますが、当社の臨床検査事業で展開す
るITビジネスでは電子カルテの開発などを手がけ、医療
情報の共有化に寄与することが期待できます。
　また、当社グループの調剤薬局を複合医療モールに出
店するという取り組みは、地域医療の核づくりと位置づ
け、積極的に推進しています。

地域医療って...何？
地域住民の健康維持・増進を担う
地域医療ネットワーク

　地域医療とは、地域住民の健康維持・増進を目的に、医
療機関をはじめ地域の保健福祉・行政機関・住民・企業な
どが連携して取り組む総合的な医療活動であり、疾病の
治療や予防、在宅療養のサポート、子育て支援など多岐
にわたります。
　当社グループは医療総合サービス企業の特性を活か
し、臨床検査事業・調剤薬局事業・ドラッグ事業のそれぞ
れが連携に加わって、「かかりつけ医」を中心とする地域
医療ネットワークに貢献しています。
　臨床検査事業は、取引先の約70%が診療所や中小病
院、健診機関など地域と密接に関わる機関であり、直接
患者さまと接する機会はないものの、医師が診断や治療
を行う上で重要な指標となる臨床検査を担っています。
　調剤薬局事業及びドラッグ事業では、地域の在宅医療
チームの一員として多職種と連携し、訪問薬剤管理指導
を積極的に行う一方、セルフメディケーションのサポー
トを推進しています。

地域医療と密接な
ファルコSDホールディングスグループの3事業

地域医療の進展に
当社のITビジネスが貢献

コ
ラ

ム

Q&
A

　超高齢社会を迎え、在宅医療が推進される我が国におい
て、薬局薬剤師の在宅医療への関わりが注目されています
が、当社グループの調剤薬局では、訪問薬剤管理指導に積
極的に取り組んでいます。
　訪問薬剤管理指導とは、高齢者や体が不自由で通院が困
難な方に対し、薬剤師が患者宅へ薬を届けるだけでなく
「薬の専門家」の立場から治療のサポートをする業務のこ
とを言います。医師の指示により作成した薬学的管理指
導計画に基づいて、服薬指導や薬剤保管状況の確認、ADL
（日常生活動作）の観察などを行います。訪問先は患者宅に
加え、高齢者施設やグループホームもあり、薬剤師は指導
した内容について報告書を作成し、連携する医師やケアマ
ネージャーなどへ提出します。
　薬剤師が行う訪問薬剤管理指導は、地域医療には不可欠
な業務と位置づけられているものの、対応できる薬局・薬
剤師の不足などの問題があり、業務の効率化が大きな課題
でした。
　そこで当社グループは在宅訪問のIT化に取り組み、「訪
問薬剤管理支援システム」を導入。インターネットを活用
したセキュリティレベルの高い通信方法により、タブレッ
ト端末での患者情報の確認や指導内容の記録が可能にな
りました。平成24年4月から実証実験を行い、平成25年2
月からは京都府・滋賀県の調剤薬局6店舗で導入を開始し
ています。
　患者情報のリアルタイムな管理は、業務の効率化だけで
なく、個人情報漏洩の防止や一層の質の向上にもつながっ
ています。

薬剤師は患者宅で
患者情報の確認や
指導内容・ヒアリ
ング内容を記録し
ます。

薬 剤 師 が 入 力 し た
デ ー タ は 薬 局 内 の
サーバに送信され、
記録や報告書の作成
を行います。

患者宅に赴いて生活環境や服薬サポート状況も確認

薬剤師の端末

調剤薬局のPC画面
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検査 治療 医療業界 ドラッグ
ストア

介護
ライフケア予防

医療品
（製薬会社）

医療機器メーカー

食品

ドラッグ事業調剤薬局事業臨床検査事業

患者さま

食品衛生・環境検査 電子カルテ・IT

食品関連遺伝子検査

ヒト遺伝子検査

医療情報サービス

治験研究検査

介護関連事業

医療機関（医師）

ファルコSDホールディングスグループ

Business Introduction ファルコSDホールディングスグループの事業紹介

基幹事業である臨床検査事業は、その技術の高品質化に努め、
医療機関を中心に製薬会社、食品メーカー、外食産業、地方自治体等、

様々な領域の検査ニーズに応えます。
加えて調剤薬局事業・ドラッグ事業を推進し、

先進医療の現場から地域医療まで、生命と健康に貢献する社会活動の担い手として、
ファルコSDホールディングスグループは「医療総合サービスの新展開」を図ります。

医療総合サービスの新展開

一日6万件もの検体を受託。
高度な検査ノウハウで事業領域を拡大。

市場動向

 ●同業社間の競争激化
●受託検体数の減少

事業戦略

  ●グループの事業連携によ
るシナジーの追求

●遺伝子ビジネスの更なる
拡大と収益化

今後の展開

●予防医学・個別化医療へ
の対応

●老朽化した営業所・ラボ
の改築・移転を推進

診察・治療に欠かすことのできない臨床検査は、正確かつ迅速な結果報告

が求められます。当社グループの基幹事業である臨床検査事業では、中核

となる総合研究所と6ヵ所の基幹ラボ、25ヵ所の地域ラボを中心に、1日

6万検体・60万テストを受託。一般的な検体検査の場合、翌日には検査結

果をお届けできる63ヵ所の営業拠点を整備しています。また、予防医学

のニーズに対応する「ヒト遺伝子検査」や、食の安全性をサポートする「食

品衛生・環境検査」、医療現場の業務を効率化するIT分野にも当社グルー

プの臨床検査ノウハウが集約されています。

拠点網 （平成25年3月31日現在）
集配体制

中核ラボラトリー……… 1ヵ所
基幹ラボラトリー……… 6ヵ所
地域ラボラトリー……… 25ヵ所
営業所 ……………… 63ヵ所

営業エリア

営業集配車 ……… 約950台

熊本研究所

沖縄研究所

東海中央研究所

岡山研究所

イムノ研究所

東京研究所

総合研究所

株式会社ファルコファーマシーズ　チューリップ調剤株式会社

調剤薬局事業
株式会社ファルコバイオシステムズ� 株式会社ファルコライフサイエンス　
株式会社フレスコメディカル� 株式会社アテスト

臨床検査事業
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Business Introduction ファルコSDホールディングスグループの事業紹介

今後の展開 今後の展開
●薬剤師の獲得と育成に
注力

●サプリメントの販売・情
報提供を全店で実施

●店舗単位での品揃え・運
営の見直し

●来店頻度の向上へ向けた
商品の導入

●立地に合った売場・駐車
場など規模の適正化を
実施

北陸地域を中心とした
店舗展開店舗内訳

64店

52店

12店

ドラッグストア
単独店舗

調剤薬局
併設店舗

平成25年3月31日現在

株式会社ファルコファーマシーズ　チューリップ調剤株式会社

調剤薬局事業
株式会社示野薬局

ドラッグ事業

市場動向

事業戦略

●景気は回復基調にあるも
のの伸び悩む個人消費

●競合他社の出店攻勢にと
もない価格競争が激化

●グループの事業連携によ
るシナジーの追求

●地域の特性に合った店舗
づくりの推進

●利益重視の店舗経営へ体
質改善を推進

「かかりつけ薬局」として
地域医療の一翼を担う。

健康生活をサポートする
ステーションとして地域に貢献。

株式会社ファルコファーマシーズ　チューリップ調剤株式会社

調剤薬局事業

市場動向
●調剤報酬・薬価の改定によ
る収益性の低下

●大手調剤専門チェーンの
激しい出店攻勢

●医薬分業の鈍化傾向

事業戦略
● グループの事業連携によ
るシナジーの追求

● 医療機関との連携を強化

当社グループの調剤薬局は、全国で116店舗（フランチャイズ店6店舗、

ドラッグストア併設店12店舗含む）を展開しています。調剤薬局は、調

剤・服薬指導を主な業務としてIT化を積極的に進めており、調剤業務・管

理業務の効率化を図ることで服薬指導に十分な時間をかけ、「薬の専門

家」の立場から患者さまの健康管理をサポートできる環境を整えていま

す。また、地域における「かかりつけ薬局」として、医療機関と連携し、薬

剤師が患者さまのご自宅へ訪問するサービス（訪問薬剤管理指導）も実

施しています。

石川・福井・富山の3県を中心に、64店舗のドラッグストアを展開してい

ます。OTC医薬品（市販薬）と健康食品、化粧品、日用雑貨を品揃えの柱と

しています。現在、地域の健康生活をサポートするヘルスケアステーショ

ンとしての機能向上と利益体質への改善を目的に、人材の育成、より地域

特性に合った営業時間や品揃えの構成など、店舗単位での見直し作業を

進めています。

調剤薬局の店舗網
調剤薬局の店舗数の推移

訪問指導

医療機関

調剤薬局

平成22年 平成23年 平成25年
3月31日現在

150

100

50

0

84

平成21年（店舗）

82
107 116

平成24年

116

患者さま
連携
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Consolidated Financial Data 連結決算の状況

科　目 当　期
（平成25年3月31日現在）

前　期
（平成24年3月31日現在）

資産の部

流動資産 18,627 16,266

固定資産 18,673 19,905

有形固定資産 11,827 12,774

無形固定資産 1,553 1,509

投資その他の資産 5,291 5,621

資産合計 37,300 36,172

負債の部

流動負債 16,459 15,548

固定負債 6,497 7,480

負債合計 22,957 23,029

純資産の部

株主資本 14,056 13,203

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 3,439 4,037

利益剰余金 7,294 6,298

自己株式 △49 △503

その他の包括利益累計額 286 △60

純資産合計 14,342 13,143

負債及び純資産合計 37,300 36,172

（単位：百万円）

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　目
当　期

（平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで）

前　期

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

売上高 62,758 60,828

売上原価 45,467 43,941

売上総利益 17,290 16,886

販売費及び一般管理費 15,162 14,719

営業利益 2,128 2,166

営業外収益 285 183

営業外費用 227 265

経常利益 2,186 2,085

特別利益 195 103

特別損失 157 213

税金等調整前当期純利益 2,225 1,975

法人税、住民税及び事業税 660 1,130

法人税等調整額 273 160

当期純利益 1,290 683

科　目
当　期

（平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで）

前　期

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,431 4,124

投資活動によるキャッシュ・フロー 40 △1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,710 △2,864

現金及び現金同等物の増加額 2,760 20

現金及び現金同等物の期首残高 5,416 5,395

現金及び現金同等物の期末残高 8,176 5,416

事業別の概況

調剤薬局事業

28.2%

臨床検査事業

46.6%

ドラッグ事業

25.2%
連結売上高 

627億58百万円

事業部門別売上高割合

ドラッグ事業
売上高　157億94百万円

売場再編成・品揃えの見直しとともに、店舗関連経
費の削減、店舗別の収益管理の徹底等に取り組み、
収益力及び競争力の向上に努めました。

調剤薬局事業
売上高　177億26百万円

既存薬局の業務の効率化を進めるとともに、来局者
を増やす取り組みを行ってまいりました。

臨床検査事業
売上高　292億48百万円

検査項目の拡販活動及び新規顧客の獲得に努め、売上
の拡大を図ってまいりました。

※上記の他に全社△10百万円があります。

連結貸借対照表（要旨） 連結損益計算書（要旨）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

当期純利益
調剤報酬及び薬価の改定による単価下落の影響を受け、
営業利益は減少したものの、金融収支の改善、資産処
分及び臨床事業会社の再編等により、当期純利益につ
いては過去最高益の更新を実現しました。

ポイント 2

2

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益の安定的な獲得や事業資産の
効率的な運用等により営業活動によるキャッシュ・フ
ローは大きく改善しました。

ポイント 3

純資産
当期純利益の計上による利益剰余金の増加や自己株式
の消却による自己株式の減少等により純資産が増加し、
自己資本比率は38.5%となりました。

ポイント 1
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Situation of the Stocks / Corporate ProfileNon-Consolidated Financial Data 株式の状況／会社概要単独決算の状況

科　目
当　期

（平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで）

前　期

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

営業収益 1,915 1,951

営業費用 1,283 1,269

営業利益 632 681

営業外収益 189 59

営業外費用 149 194

経常利益 672 547

特別利益 175 4

特別損失 11 29

税引前当期純利益 836 521

法人税、住民税及び事業税 27 1

法人税等調整額 △5 28

当期純利益 814 491

科　目 当　期
（平成25年3月31日現在）

前　期
（平成24年3月31日現在）

資産の部

流動資産 5,003 3,513

固定資産 18,764 19,107

有形固定資産 6,701 6,866

無形固定資産 30 38

投資その他の資産 12,031 12,202

資産合計 23,767 22,621

負債の部

流動負債 8,646 7,527

固定負債 3,055 3,750

負債合計 11,702 11,278

純資産の部

株主資本 11,779 11,403

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 3,510 4,107

利益剰余金 4,947 4,427

自己株式 △49 △503

評価・換算差額等 285 △60

純資産合計 12,065 11,342

負債及び純資産合計 23,767 22,621

当年次報告書の予想数値は、現時点で入手可
能な情報に基づき判断した見通しであり、多
分に不確実な要素を含んでおります。
実際の業績等は、業況の変化等により、予想
数値と異なる場合があります。

単独貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

単独損益計算書（要旨） （単位：百万円） 株式の状況 （平成25年3月31日現在） 株式分布状況 （平成25年3月31日現在）

会社概要 （平成25年3月31日現在） ファルコSDホールディングスグループ 
（平成25年3月31日現在）

所有者別株式分布状況
個人・その他
6,552,603株
53.36％

金融機関
2,376,800株
19.35％

証券会社
270,174株
2.20％
外国法人等
283,110株
2.31％

その他の法人
2,797,490株
22.78％

12,280,177株

発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 12,280,177株
株 主 数 4,047名
大株主（上位10名）

役員 （平成25年6月21日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
ファルコSDホールディングス従業員持株会 678,504 5.55
株式会社京都銀行 531,600 4.35
赤澤　寬治 366,890 3.00
ファルコSDホールディングス取引先持株会 338,050 2.77
示野　義和 322,316 2.64
平﨑　健治郎 320,170 2.62
株式会社三菱東京UFJ銀行 315,900 2.58
株式会社ビー・エム・エル 314,800 2.58
株式会社ホルスクリエーションズアカザワ 298,000 2.44
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 219,100 1.79
※　持株比率は自己株式57,794株を控除して計算しております。

代 表 取 締役 会 長 赤 澤 寬 治
代 表 取 締 役 社長 平　﨑　健治郎
取 締 役 土　田　美喜男
取 締 役 安 田 忠 史
監 査 役（ 常 勤 ） 佐々木　信次郎

株式会社ファルコバイオシステムズ
株式会社ファルコライフサイエンス
株式会社フレスコメディカル
株式会社アテスト
株式会社ファルコファーマシーズ
株式会社示野薬局
チューリップ調剤株式会社
株式会社ファルコビジネスサポート

社 　 名 株式会社ファルコSDホールディングス
（英文名　FALCO�SD�HOLDINGS�Co．,Ltd.）

本 社 所 在 地 京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地
創 　 業 昭和37年7月
設 　 立 昭和57年8月
資 本 金 33億71百万円
従 業 員 数 1,757名（連結）
主要な事業内容 臨床検査事業

　●臨床検体検査の受託業務
　●電子カルテ等の医療情報システムの開発、販売業務
　●体外診断用医薬品等の販売
　●食品衛生・環境検査の受託業務
調剤薬局事業
　●処方箋調剤業務を行う調剤薬局の経営
ドラッグ事業
　●ドラッグストアの経営

監 査 役（ 常 勤 ） 門 田 成 喜
監 査 役 竹 内 昭 夫
監 査 役 堀 　 三 芳
監査役竹内昭夫、堀三芳は、社外監査役
であります。
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