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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 11,413 ( 10.8 ) 104  (△40.8) 152 (△31.9)

17年３月期 10,302 (  5.2 ) 176 (  4.8 ) 223 (  3.2 )

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △106 (　－ ) △25 30 － － △2.7 2.2 1.3

17年３月期 92 (11.3 ) 19 68 － － 2.3 3.4 2.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 4,214,640株 17年３月期 4,214,640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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 6,894 3,860 56.0 916 04

17年３月期 6,791 3,979 58.6 942 02

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 4,214,640株 17年３月期 4,214,640株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 243 △248 29 424

17年３月期 373 △288 141 400

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 5,808 58 27

通　期 11,521 230 106

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　25円21銭

※　上記業績予想に関する事項は、添付資料の4～5ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（札幌臨床検査センター株式会社）及び子会社（株式会社帯広臨

床検査センター及び株式会社北海道ラジオアイソトープセンター）であり、関連当事者である株式会社三菱化学ビーシー

エルにより構成されております。

　事業の内容は「連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報と同一区分であり、当該事業における位

置付けは、次のとおりであります。

(1）臨床検査事業

当社におきましては、診療に必要な臨床検査の受託業務を行っております。また、株式会社三菱化学ビーシーエ

ル及び株式会社北海道ラジオアイソトープセンターにおきましても、受託臨床検査を行っており、当社は特殊検査

を外注し、一般検査を受託しております。株式会社帯広臨床検査センターにおきましては、北海道帯広市で受託臨

床検査を行っております。

なお、株式会社北海道ラジオアイソトープセンターにつきましては、平成18年４月１日をもって、当社を存続会

社として吸収合併しております。

(2）調剤薬局事業

　当社におきましては、調剤薬局の経営を行っております。

(3）その他の事業

　当社におきましては、臨床検査システム等のソフトウェア販売を行っております。

事業系統図

 

ラジオアイソト

ープ(放射性同位

元素)による各種

検査外注 

一般検査受託 一般検査受託 特殊検査外注 一般検査受託 

臨 床 検 査 事 業 、 調 剤 薬 局 事 業 、 そ の 他 の 事 業 

 
札 幌 臨 床 検 査 セ ン タ ー 株 式 会 社 

臨 床 検 査 事 業 

 
  株式会社 
  三菱化学ビーシーエル 

臨 床 検 査 事 業 

 
※１ 株式会社 

    帯広臨床検査センター 

臨 床 検 査 事 業 

 
※２ 株式会社 
   北海道ラジオアイソトープセンター 

　（注）※１、２　連結子会社

関係会社の概況

名称 住所 資本金 事業内容
議決権の
所有割合

関係内容

役員の兼任等

資金援助
営業上の
取引

設備の
賃貸借

業務
提携等

当社役員
当社
従業員

（連結子会社） 千円 ％ 名 名 千円

株式会社帯広臨床検査センター 北海道帯広市 20,000 臨床検査 100.00 2 3 36,779 検査受託 なし なし

株式会社北海道ラジオアイソトー

プセンター
北海道札幌市 10,000 臨床検査 100.00 2 1 －

検査受託

検査外注
なし なし

　（注）１．連結子会社の主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．連結子会社のうちには、特定子会社に該当する会社はありません。

３．連結子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合がそれぞ

れ100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。

４．株式会社北海道ラジオアイソトープセンターは、平成18年４月１日をもって、当社を存続会社として吸収合

併しております。
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２．経営方針

１．会社経営の基本方針

　当社は、昭和４０年の会社設立以来、一貫して「ウェルネスな社会づくりのために総合ヘルスケア・サービスを提

供する」を企業理念として掲げてまいりました。

　その理念達成のために、臨床検査事業および調剤薬局事業を柱として、食品衛生検査、環境検査へと業務範囲を拡

大し、受託業務を通して、より多くの地域住民の皆様の健康維持・増進に努め、多くのお客様から親しまれ、信頼さ

れる企業づくりに取り組んでまいりました。

　今後とも、お客様の多様化するニーズに積極的に応えてまいる所存でありますが、そのためには、優秀な人材の確

保と適切な設備の更新を図り、適正な収益を確保することが、企業としての安定的かつ永続的な発展にとって不可欠

であります。

　昨今、医療業界におきましては、医療費抑制政策が続き、診療報酬点数および薬価の大幅な引き下げが行なわれて

おります。当社グループは、このような厳しい経営環境に置かれておりますが、経営改善等の企業努力を積み重ね、

適正な収益を確保し、堅固な経営基盤づくりを目指してまいります。さらに、株主、投資者の皆様から高い信頼を得

るために、ディスクロージャー（情報開示）を積極的に行ってまいる所存であります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分につきましては、経営基盤の強化および将来の事業展開につながる内部留保金、株主の皆様への安

定した配当の実現を基本としております。

　当社は、平成８年４月、日本証券業協会に株式を登録して以来、１０円配当を堅持してまいりましたが、さらに、

１５円配当の実現に努力してまいる所存であります。

　内部留保金につきましては、収益力の一層の向上を図るために、臨床検査機器の増設および新規入替え、また、調

剤薬局店舗の新設、改装に伴う設備資金等に充当する方針であります。

３．投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　当社は、株式投資単位の引下げが、より多くの投資者の参加を得て活性化し、流動性を高め、株主の皆様の利益に

結びつくものと認識しております。

　当社は、現段階における当社株式の流動性は相応であると判断しております。投資単位の引き下げにつきましては、

今後の市場動向等を十分注視し、慎重に対応していくべきものと考えております。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、第一の目標としてきました売上高100億円を平成17年3月期に達成することができましたが、次の

ステップとしての売上高の目標値は、現在続いている医療費抑制政策の動向を十分見極めて設定してまいります。

　利益目標につきましては、対売上高経常利益率3％の早期実現を目指してまいります。そのためには、徹底した経営

改善を行い、採算重視の営業展開を行なってまいります。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社は、外的要因としての医療費抑制政策の継続が確実なことから、相当の企業努力をしなければならないと考え

ております。従って、全ての面において徹底した経営改善を行なってまいります。

　当社グループの重要な経営戦略は次のとおりであります。

①　経営管理の強化　～　予算統制および業績評価システムの構築。各本部からの指示伝達事項の発信強化。委員会

　　等の弾力的組織編成。内部統制システムの構築。

②　優秀な人材の確保と育成　～　新たに人事考課制度の見直しと成果主義の導入検討。階層別研修制度と外部研修

　　の充実。

③　営業力の強化　～　営業担当者の顧客対応力および情報収集力の強化。プライバシーマークの取得。

④　検査体制の構築　～　機械設備の合理化投資。営業所内検査体制の見直し。業務の効率化と検査要員の互換性の

　　向上。

⑤　経費削減　～　当該委員会の設置による、経費の全面見直し。

　以上の経営戦略を早期に実行し、目標とする対売上高経常利益率3％の実現に向けて邁進していく所存であります。
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６．会社の対処すべき課題

医療業界の経営環境は、前述したように一段と厳しさを増してきております。

当社グループといたしましては、徹底した経営改善を行い、企業体力の増強に努めることが、企業として永続的に

発展するうえでの最重要課題であると認識し、継続的、安定的な収益確保の実現に向けて、役職員一丸となって取り

組んでまいります。

臨床検査事業につきましては、収益を重視した営業力の強化、売掛債権の適正管理、低コストの検査体制の構築を

行なってまいります。また、顧客のニーズを的確に捉え、きめ細かな対応と高い精度を持った商品の提供により、高

い評価と強い信頼関係を築くことが重要と考えております。

調剤薬局事業につきましては、収益力の高い店舗づくりを基本とし、新規店舗の展開に積極的に取り組んでまいり

ます。一方、低効率店舗におきましては、効率改善に向けたより一層の努力をしてまいります。また、事故の防止と

来店者への行き届いたサービスに努め、地域から親しまれ、信頼される店舗づくりを目指してまいります。食品衛生

事業につきましては、微生物検査を中心に取引先の拡大に努めるとともに、環境検査につきましても、放射線使用施

設および従事者の検査等の顧客拡大に努めてまいります。

また、企業グループ内における内部統制システムを構築し、経営の意思決定が全社員に十分浸透しているかを検証

してまいります。商品の品質管理、法令遵守、事故防止に努め、厚い信頼のもと、地域企業としての有利性を生かし

たサービスの提供に取り組んでまいる所存であります。

７．親会社等に関する事項

該当事項はありません。

８. 内部管理体制の整備・運用状況

平成18年5月に開示する予定のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方およびその整備状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。

９．その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

現在、当社グループは、㈱三菱化学ビーシーエルと臨床検査事業において取引があり、資本関係、人的関係もある

等密接な関係にありますが、今後とも良好な関係を維持していくことを基本としております。
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３．経営成績及び財政状態

Ⅰ　経営成績

１．当期の概況

(1)当期の業績全般の概況

　当期のわが国の経済は、企業が収益力を回復し、設備投資を増加させてまいりました。また、個人消費も雇用の改

善から着実に増加してきました。しかしながら、当社が拠点を構える北海道経済は、原油の高騰による石油製品の値

上がりが家計を直撃するに留まらず、地場企業の経営をも圧迫しております。また、官公庁の歳出抑制等もあり、景

気回復への足取りは依然鈍いものとなりました。

　このような状況のもとで、当社グループは積極的な営業展開を行い、既存顧客へのサービス向上、新規顧客の獲得

等による収益確保を目指してまいりましたが、平成18年度診療報酬改定が大幅な引き下げになる予定から、業界の新

規顧客の獲得競争が一段と激化し厳しい状況になりました。また、大口取引先の民事再生手続開始決定に伴い、貸倒

引当金繰入額169百万円の特別損失計上を余儀なくされました。この結果、当期売上高11,413百万円（前期比10.8％

増）、営業利益104百万円（同40.8％減）、経常利益152百万円（同31.9％減）、当期純損失106百万円となりました。

（2）当期のセグメント別の概況　

①　臨床検査事業

　臨床検査事業におきましては、顧客獲得競争の激化による収益率の低下や貸倒引当金の積み増し等があり、売

上高は前期同程度の4,440百万円（前期比0.0％増）となりましたが、営業損失が61百万円と赤字を計上すること

になりました。

②　調剤薬局事業

　調剤薬局事業におきましては、新規出店4店舗、閉鎖1店舗となり業績に大きく貢献することができました。ま

た、既存店舗も順調に業績を伸ばすことができました。この結果、売上高6,932百万円（前期比19.4％増）となり、

営業利益も541百万円（同17.5％増）と増収増益になりました。

③　その他事業

　臨床検査システムのソフトウェアおよび付帯するネットワークシステムの販売を中心に、売上高41百万円（同

28.8％減）、営業損失6百万円となりました。

 

２．次期の見通し

　医療業界におきましては、昨年12月に医療改革協議会が取りまとめた「医療制度改革大綱」に沿って、平成18年

度の診療報酬改定を3.16％引下げる決定がなされました。それに伴い、診療報酬点数や薬価の大幅な引き下げが行

なわれることになり、経営環境は一段と厳しさを増してまいりました。特に、臨床検査事業につきましては、8％を

超える診療報酬点数の引き下げが決定いたしましたので、売上の増加は非常に難しい状況にありますが、本年４月

1日付で当社の100％子会社の株式会社北海道ラジオアイソトープセンターと合併したことで、組織のスリム化と管

理経費の削減が可能となります。

　一方、調剤薬局事業につきましても、当期オープンした新店舗4ヶ店が売上高に寄与するものの、薬価の引き下げ

（6.7％程度）により、売上高が減少することから、今後の大幅な伸びは難しい状況にあります。従って当社グルー

プとしては、グループ全体での売上高は11,521百万円（前年同期比0.9％増）を目標にすることといたしました。

　今後は、内部統制システムを構築し、経営の意思を社員全員に徹底させ、法令遵守とリスク管理、事故防止と安

全対策を確立し、高品質の商品とサービスの提供に努め、収益力の向上に全社一丸となって邁進する所存であります。

　なお、当期におきましては、当期純損失を計上することになりましたが、配当金につきましては、当社が掲げて

おります安定的な配当継続方針に基づき、別途積立金を取り崩すことで、当初予定の期末配当金10円を確保してい

く予定であります。
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 Ⅱ　財政状態

１．当期の概況

①　連結財政状態

区分 当期 前期 増減

　総資産 6,894 6,791 103

　株主資本 3,860 3,979 △119

　株主資本比率 56.0% 58.6% △2.6%

　１株当たり株主資本   　916 円04銭 942円02銭 △25円98銭

　当連結会計年度末における資産総額は、6,894百万円（前年同期比1.5％増）となりました。

　主な要因は、資産におきましては調剤薬局店舗用の土地70百万円の増加および投資有価証券60百万円の増加に

よるものです。また、負債におきましては調剤薬局事業の売上増に伴う買掛金172百万円の増加、長期借入金116

百万円の増加がありましたが、一方では前述の特別損失が発生し利益剰余金が166百万円減少いたしました。

　なお、調剤薬局事業の売上増に伴って増加するはずの売掛金が、前期比微減となったことにつきましては、前

述の民事再生手続開始決定となった大口取引先の売掛金107百万円を、破産更生債権として振替処理したこと等に

よるものであります。

　株主資本比率につきましては、前述した利益剰余金の減額により2.6％減少いたしました。また、１株当たり株

主資本につきましても、同様の理由で916円04銭と25円98銭減少いたしました。

②　連結キャッシュ・フローの状況

区分 当期 前期 増減

　営業活動によるキャッシュ・フロー 243 373 △130

　投資活動によるキャッシュ・フロー △248 △288 39

　財務活動によるキャッシュ・フロー 29 141 △111

　現金及び現金同等物の増減額 24 226 △202

　現金及び現金同等物期末残高 424 400 24

　当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出

342百万円、役員退職慰労金の支払72百万円等がありましたが、前年同期比に比べ24百万円増加し、当連結会計年

度末の資金残高は424百万円（前連結会計年度末比6.1％増）となりました。

　当連結会計年度における各連結キャッシュ・フローの状況と増減要因は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られた資金は、前年同期に比し130百万円減少し、243百万円（前年同期比34.9％減）とな

りました。

　主な要因は、前述した大口取引先の民事再生手続開始決定に伴う債務保証履行87百万円、役員退職慰労金72百

万円の支払が発生したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動で使用した資金は、前年同期に比し39百万円減少し、248百万円（同13.8％減）となりました。

　主な要因は、調剤薬局の新店舗（当期4ヶ店、前期1ヶ店の実績）等の有形固定資産の取得による支出が342百万

円と、前年同期比91百万円増加いたしましたが、有価証券の償還および売却による収入が39百万円（前年同期1百

万円）、その他の投資の純増加として43百万円の収入増があり、前年同期比減少いたしました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務面における資金増加は29百万円(同78.9％減)となりました。

要因は、前期は長期借入金を550百万円調達いたしましたが、当期は350百万円の調達としたことによります。

２．次期の見通し

　営業活動によって得られる資金のうち税金等調整前当期純利益は、当期が貸倒引当金繰入額等により大幅な損失

計上となりましたが、次期につきましては、前期並を確保できる見通しであります。投資につきましては、調剤薬

局事業における新規店舗の開設を積極的に展開してまいりますが、収益を重視した効率的な店舗配置が基本であり、

当期新規出店数を大きく上回ることはないと予想しております。また、財務面につきましては、支払利息の軽減を

図るために、借入金の圧縮を予定しております。

　以上の結果、次期の資金の残高は、当連結会計年度とほぼ同程度になる予定であります。
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３．キャッシュ・フロー指標のトレンド

第39期
平成15年３月期

第40期
平成16年３月期

第41期
平成17年３月期

第42期 
平成18年３月期 

自己資本比率（％） 60.8 61.2 58.6 56.0

時価ベースの自己資本比率（％） 18.7 24.5 27.3 32.0

債務償還年数（年） 4.7 2.7 3.2 5.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.6 23.4 26.1 19.0

　（注）　自己資本比率　　　　　　　　　　　：　自己資本／総資産

時価ベース自己資本比率　　　　　　：　株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）より算出しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。

４．事業等のリスク 

当社グループの事業展開、その他に関して、リスク要因となる可能性がある主な事項は次のとおりであります。

①当該業界に対する法的規制等が実施されていることについて

当社グループが行う臨床検査事業は、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」により、衛生検査所

の所在地における都道府県知事の許可を必要とするとともに、衛生検査所の設備および管理組織等の面におい

ても、同法に基づく規制が実施されております。

調剤薬局事業につきましては、「薬事法」および「国民健康保険法」等により、調剤薬局の所在地における

都道府県知事の許可・指定および免許・届出を必要とするとともに、「保険薬局および保険薬剤師療養担当規

制」および「薬局業務運営ガイドライン」等により、医療機関との経済的、機能的関係を排除する規制が実施

されております。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、設備資金等新たな費用

が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②診療報酬点数と薬価基準および調剤技術料の改定について

当社グループが行う臨床検査に係る各検査項目の診療報酬点数は、厚生労働省より告示および通知されてお

ります。また、調剤薬局事業の売上高は、「薬局に係る収入」および「調剤技術に係る収入」から成り立って

おり、販売価格につきましても厚生労働省より告示および通知されております。

厚生労働省におきましては、医療費適正化策として診療報酬点数および薬価基準の改定を行っており、現在

２年毎に診療報酬点数と薬剤の単価を改定してきております。一方、「調剤技術に係る収入」におきましては、

医薬分業の受け皿である薬局運営の安定化を図るべく改定を行っております。

今後、診療報酬制度、医療保険制度の改定等、診療報酬点数の変動によっては、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

③人材の確保及び育成について

当社グループは、今後も全道各地に調剤薬局店舗を展開していく予定でありますが、調剤業務は薬剤師が行

われなければならないと「薬剤師法」に明記されており、業務に従事する薬剤師の人数は、処方箋枚数により

決まっております。今後薬剤師の採用にあたっては、同業者との競争が激化することが予想され、薬剤師の確

保が困難な場合や薬剤師の採用条件が厳しくなることが予想されます。今後出店に必要な薬剤師を確保できな

い場合、また、薬剤師が確保された場合においても人件費の高騰が続いた場合は、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

　また、臨床検査事業の拡大にあたっては、検査技師の確保および教育が不可欠であり、計画どおりに進まな

い場合には、当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループとしては、近年、人材流動化が進んでいること等から、採用環境は好転する傾向にあると考え

ております。優秀な人材の確保および育成は当社グループの最重要課題として、中途採用および新規採用の両

面から、優秀な人材確保に努めていく方針でありますが、当社グループが求める人材の確保や育成が計画どお

りに進まない場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④社会的信用力の低下について

当社グループは、臨床検査事業における検査の精度管理に細心の注意を払い、万全な管理体制を取っており

ます。しかしながら、万が一にも事故が発生した場合、臨床検査センターとしての信用力の低下が避けられず、

当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。　

調剤薬局事業における調剤過誤の防止には、細心の注意を払い、万全な管理体制を取っておりますが、仮に

調剤薬局の調剤過誤等により訴訟事件や行政処分を受けるようなことがあれば、当社グループの社会的信用が

低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤調剤薬局店舗の出店について

当社は、新規出店にあたり、収益性を最も重視し、立地条件や賃借の場合における対象物件の権利関係等を

十分調査したうえで、長期的な収益シミュレーションを作成し、出店の可否判断をしております。

　しかしながら、当社の店舗は病院等の門前に立地していることから、当該病院等の移転や経営不振、また経

済的な破綻等の不測の事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥固定資産の減損会計について

当社グループにおきましては、保有資産の将来キャッシュ・フロー等を勘案し、減損損失の認識・測定を行っ

ておりますが、今後不動産市況等の当社グループを取りまく環境の変化によっては、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

⑦大災害について

臨床検査事業におきましては、検査設備および周辺機能の多くが本社に集中しております。この機能が停止

するような大災害にみまわれた時、一時的にせよ経済的打撃に留まらず社会的使命を果たせなくなる可能性が

あります。

⑧オンラインシステムの障害について

当社グループは、専用回線によるオンラインシステムによって結ばれ、日常業務が円滑に運営されておりま

す。また、データのバックアップ体制も構築されております。しかし、通信手段に障害が生じた場合には日常

業務に支障を来たす等大きなリスクとなる可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預金 976,760 1,011,103  

２．受取手形及び売掛金 2,077,055 2,076,390  

３．有価証券 53,153 26,492  

４．たな卸資産 291,644 291,699  

５．繰延税金資産 61,616 58,924  

６．その他 139,428 172,143  

貸倒引当金 △14,029 △67,259  

流動資産合計 3,585,629 52.8 3,569,494 51.8 △16,134

Ⅱ．固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物及び構築物 ※１ 1,504,688 1,570,656  

減価償却累計額 814,770 689,918 873,521 697,134  

２．機械装置及び運搬具 77,960 75,335  

減価償却累計額 61,938 16,021 62,879 12,455  

３．工具、器具及び備品 1,412,121 1,518,974  

減価償却累計額 1,039,833 372,287 1,166,766 352,208  

４．土地 ※１ 969,214 1,039,621  

５．建設仮勘定  5,245 －  

有形固定資産合計 2,052,688 30.2 2,101,419 30.5 48,731

(2)無形固定資産  

連結調整勘定 51 275  

その他 82,670 95,525  

無形固定資産合計 82,722 1.2 95,801 1.4 13,078

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 279,382 339,779  

２．長期貸付金 52,015 32,700  

３．長期前払費用 49,384 41,899  

４．差入保証金 377,039 379,897  

５．繰延税金資産 105,784 159,305  

６．その他 290,540 475,960  

貸倒引当金 △83,638 △301,562  

投資その他の資産合
計

1,070,508 15.8 1,127,979 16.3 57,471
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

固定資産合計 3,205,918 47.2 3,325,199 48.2 119,281

資産合計 6,791,548 100.0 6,894,694 100.0 103,146

 

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．支払手形及び買掛金 998,592 1,170,705  

２．短期借入金 ※１ 840,152 824,046  

３．未払法人税等 79,143 7,948  

４．賞与引当金 59,425 61,947  

５．未払金 118,750 144,120  

６．その他 114,600 112,169  

流動負債合計 2,210,665 32.6 2,320,938 33.7 110,273

Ⅱ．固定負債  

１．長期借入金 ※１ 356,691 473,593  

２．退職給付引当金 218,520 225,513  

３．その他 25,794 13,852  

固定負債合計 601,005 8.8 712,958 10.3 111,952

負債合計 2,811,671 41.4 3,033,897 44.0 222,226

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※３ 983,350 14.5 983,350 14.3 －

Ⅱ．資本剰余金 1,015,270 14.9 1,015,270 14.7 －

Ⅲ．利益剰余金 1,948,500 28.7 1,781,676 25.8
△166,82

4

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金

33,403 0.5 81,147 1.2 47,744

Ⅴ．自己株式 ※４ △646 △0.0 △646 △0.0 －

資本合計 3,979,877 58.6 3,860,797 56.0
△119,07

9

負債・資本合計 6,791,548 100.0 6,894,694 100.0 103,146
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．売上高 10,302,158 100.0 11,413,957 100.0
1,111,79

8

Ⅱ．売上原価 6,834,268 66.3 7,719,430 67.6 885,161

売上総利益 3,467,889 33.7 3,694,526 32.4 226,636

Ⅲ．販売費及び一般管理費  

１．貸倒引当金繰入額 23,970 121,024  

２．役員報酬 107,555 106,480  

３．給与手当 1,548,472 1,636,415  

４．賞与引当金繰入額 33,987 36,030  

５．退職給付費用 54,538 64,681  

６．法定福利費 181,671 188,104  

７．賃借料 73,367 75,635  

８．地代家賃 213,474 236,129  

９．事務消耗品費 210,724 259,277  

10．減価償却費 145,672 158,799  

11．その他 697,500 3,290,933 32.0 707,229 3,589,807 31.5 298,873

営業利益 176,955 1.7 104,719 0.9 △72,236

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 2,834 3,253  

２．受取配当金 4,097 3,755  

３．有価証券売却益 － 2,460  

４．有価証券償還益 － 5,626  

５．有価証券評価益 1,781 4,924  

６．賃貸収入 43,459 52,323  

７．投資事業組合利益 16,728 －  

８．受取保険金 38,636 －  

９．連結調整勘定償却額 224 224  

10．雑収入 24,503 132,264 1.3 31,814 104,383 0.9 △27,881

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 15,094 14,039  

２．賃貸収入原価 58,161 39,964  

３．有価証券売却損 306 －  

４．投資事業組合損失 － 2,059  

５．雑損失 12,330 85,891 0.8 877 56,940 0.5 △28,951

経常利益 223,328 2.2 152,161 1.3 △71,166
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ．特別利益  

１．固定資産売却益 ※１ 770 770 0.0 － － － △770

Ⅶ．特別損失  

 １．貸倒引当金繰入額 － 169,535  

２．固定資産売却損 ※２ 563 337  

３．固定資産除却損 ※３ 5,279 6,798  

４．投資有価証券評価損  － 3,199  

５．会員権評価損 4,449 1,700  

６．退職給付会計基準変更
時差異償却額

33,080 －  

７．役員退職慰労金 － 72,023  

８．減損損失  ※４ － 43,372 0.4 63,941 317,536 2.7 274,163

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

180,726 1.8 △165,374 △1.4
△346,10

0

法人税、住民税及び事業
税

111,942 24,466  

法人税等調整額 △23,777 88,165 0.9 △83,192 △58,726 △0.5
△146,89

1

当期純利益又は当期純損
失（△）

92,561 0.9 △106,648 △0.9
△199,20

9
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(3）連結剰余金計算書

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）

当連結会計年度
（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 1,015,270 1,015,270

Ⅱ．資本剰余金期末残高 1,015,270 1,015,270

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 1,898,085 1,948,500

Ⅱ．利益剰余金増加高

当期純利益 92,561 92,561 － －

Ⅲ．利益剰余金減少高

配当金 42,146 50,575

役員賞与 － 9,600

当期純損失 － 42,146 106,648 166,824

Ⅳ．利益剰余金期末残高 1,948,500 1,781,676
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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又
は税金等調整前当期純損失
（△）

180,726 △165,374  

減価償却費 286,307 262,616  

減損損失 － 63,941  

連結調整勘定償却額 △224 △224  

有価証券評価益 △1,781 △4,924  

投資有価証券評価損 － 3,199  

その他の固定資産評価損益 △12,238 3,759  

退職給付引当金の増加額 40,734 6,993  

賞与引当金の増加(減少)額 △3,375 2,521  

貸倒引当金の増加額 19,847 272,723  

受取利息及び配当金 △6,931 △7,008  

受取保険金 △38,636 －  

支払利息 15,094 14,039  

有価証券償還益 － △5,626  

有価証券売却益 － △2,460  

有価証券売却損 306 －  

有形固定資産売却益 △770 －  

有形固定資産売却損 563 337  

有形固定資産除却損 5,279 6,798  

預かり保証金の減少額 △1,940 △1,942  

役員退職慰労金 － 72,023  

売上債権の増加額 △114,672 △161,885  

たな卸資産の増加額 △43,898 △55  

仕入債務の増加額 85,280 179,302  

長期前払消費税の減少(増
加)額

103 △2,849  

未収消費税の増加額 － △8,699  

未払消費税の減少額 △660 －  

その他資産・負債の増減額 36,047 32,132  

役員賞与の支払額 － △9,600  

小　　計 445,160 549,737 104,576

利息及び配当金の受取額 5,978 5,404  

利息の支払額 △14,298 △12,828  
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

保険金の受取額 40,733 －  

債務保証履行に伴う支払額 － △87,962  

法人税等の支払額 △104,188 △139,076  

役員退職慰労金の支払額 － △72,023  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

373,386 243,250 △130,136

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

定期預金等の預入による支
出

△72,600 △1,600  

定期預金等の払戻による収
入

72,000 12,000  

有価証券の償還による収入 － 28,318  

有価証券の売却による収入 1,320 11,330  

有形固定資産の取得による
支出

△250,617 △342,556  

有形固定資産の売却による
収入

1,625 259  

無形固定資産の取得による
支出

△31,938 △21,456  

短期貸付金の純減少額 700 －  

長期貸付金の回収による収
入

21,392 21,583  

その他の投資の純減少（増
加）による収入（支出）

△30,253 43,414  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△288,371 △248,707 39,664

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増減額 △73,000 56,482  

長期借入れによる収入 550,000 350,000  

長期借入金の返済による支
出

△293,481 △326,094  

配当金の支払額 △42,195 △50,595  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

141,323 29,792 △111,530

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 226,338 24,334 △202,003

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 173,818 400,156 226,338

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 400,156 424,491 24,334
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

子会社は、下記の２社であり、すべて連結されており

ます。

　株式会社帯広臨床検査センター

　株式会社北海道ラジオアイソトープセンター

１．連結の範囲に関する事項

同左

 

 

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致して

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

売買目的有価証券

　時価法(売却原価は主として移動平均法により

算定)を採用しております。

４．会計処理基準に関する事項

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的債券

　償却原価法(利息法)を採用しております。

満期保有目的債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定)を採用してお

ります。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

時価のないもの

同左

２）たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

　主として移動平均法による原価法を採用してお

ります。

２）たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

同左

仕掛品

　先入先出法による原価法を採用しております。

仕掛品

同左

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産

　定率法(但し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）については定額法)を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物　　　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　　　２～15年

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産

同左

２）無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用しております。

２）無形固定資産

同左

３）長期前払費用

　定額法を採用しております。

３）長期前払費用

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

３．重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金

同左

２）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、前１年

間の支給実績を基礎として算定された支給予想額の

うち、当連結会計年度の未払期間に対応する支給見

込額を計上しております。

２）賞与引当金

同左

３）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異(165,400千円)につい

ては、５年による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理することとして

おります。

３）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

４．重要なリース取引の処理方法

　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・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

４．重要なリース取引の処理方法

同左

５．重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理によっております。

５．重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・同左

ヘッジ対象・・同左

③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金

利を固定金利にした金利スワップ取引を利用して、将

来の金利上昇がキャッシュ・フローに及ぼす影響を限

定しております。

③ヘッジ方針

　　　　　　　　　 同左

④ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

６．その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税の会計処理

　税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消

費税は、発生事業年度の期間費用としております。但

し、固定資産に係る控除対象外消費税は、投資その他

の資産の「その他」に計上し、法人税法の規定により

均等償却を行っております。

６．その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税の会計処理

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を

行っております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した当社

及び連結子会社の利益処分又は損失処理に基づいて作成

しております。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３カ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純損失は63,941千円

増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

（連結損益計算書）

　「投資事業組合利益」は、前連結会計年度まで、営業

外収益の「雑収入」又は、営業外費用の「雑損失」に含

めて表示しておりましたが、当連結会計年度において、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前連結会計年度における「投資事業組合損失」

の金額は7,263千円であります。

 ――――――

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基

準委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割15,457千円については、販売費及び

一般管理費に計上しております。

――――――

２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条第２項において、

投資事業有限責任組合への出資を有価証券とみなすこと

とされたことに伴い、前連結会計年度まで投資その他の

資産の「その他」に含めていた投資事業組合への出資金

を、当連結会計年度より「投資有価証券」に計上してお

ります。

　この変更により、「投資有価証券」は47,295千円増加

し、投資その他の資産の「その他」は同額減少しており

ます。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 158,480千円

土地 177,216千円

計 335,697千円

建物及び構築物 131,679千円

土地 104,966千円

計 236,646千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 468,802千円

長期借入金 353,200千円

計 822,002千円

短期借入金 502,573千円

長期借入金 368,330千円

計 870,903千円

２．保証債務

　連結子会社以外の会社等の金融機関からの借入金等

に対して、次のとおり債務保証を行っております。

２．保証債務

　連結子会社以外の会社等の金融機関からの借入金等

に対して、次のとおり債務保証を行っております。

①　従業員の金融機関からの住宅取得資金等の借入に

対する保証

①　従業員の金融機関からの住宅取得資金等の借入に

対する保証

従業員8名（保証債務） 25,644千円 従業員7名（保証債務）  22,057千円

②　金融機関からの借入金等に対する保証

取引先等

②　金融機関からの借入金等に対する保証

取引先等

医療法人社団三楡会北斗循

環器病院
84,374千円

(有)ホクトメディカルコー

ポレーション
4,999千円

松浦　正盛 8,400千円

　計 97,774千円

松浦　正盛 9,600千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式4,216,000株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式4,216,000株で

あります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,360株

であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,360株

であります。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内訳

工具、器具及び備品 770千円

※１．　　　　　　――――――

※２．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 563千円

※２．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 337千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 382千円

機械装置及び運搬具 245千円

工具、器具及び備品 4,651千円

計 5,279千円

建物及び構築物 4,160千円

機械装置及び運搬具 236千円

工具、器具及び備品 2,401千円

計 6,798千円

※４．　　　　　　―――――― ※４．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

 臨床検査事業用資産 建物・土地等 北海道岩見沢市 

 調剤薬局事業用資産 建物・土地等 

北海道北広島市 

北海道札幌市 

北海道小樽市 

当社グループは、事業のセグメントをもとに概ね独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に

よって資産のグルーピングを行っております。また、

賃貸資産については、物件ごとにグルーピングを行っ

ております。

臨床検査営業所及び調剤薬局事業店舗の一部につい

ては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

あり、早期の黒字化が困難と予想されるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（63,941千円）として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物14,542千円、土地47,161千円、その

他2,237千円であります。

なお、回収可能価額は、固定資産の正味売却価額に

より測定しており、建物及び土地については、固定資

産税評価額等を基礎に合理的な調整を行って評価して

おります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 （単位:千円）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 （単位:千円）

 (平成17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 976,760

有価証券勘定 53,153

計 1,029,914

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△53,060

価値変動リスクのある株式等有価

証券
△52,987

当座借越（借入金）による負の現

金同等物
△523,710

現金及び現金同等物 400,156

 (平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,011,103

有価証券勘定 26,492

計 1,037,596

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△42,660

価値変動リスクのある株式等有価

証券
△26,325

当座借越（借入金）による負の現

金同等物
△544,118

現金及び現金同等物 424,491
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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）

期末残高
相当額

（千円）

機械装置及び
運搬具

102,616 47,618 54,997

工具、器具及
び備品

193,688 114,381 79,307

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

51,710 28,334 23,376

合計 348,016 190,334 157,682

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）

機械装置及び
運搬具

109,065 60,459 48,605

工具、器具及
び備品

159,869 112,700 47,168

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

51,710 38,676 13,034

合計 320,645 211,837 108,808

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 71,512千円

１年超 99,318千円

合計 170,830千円

１年内 64,295千円

１年超 50,316千円

合計 114,611千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 85,063千円

減価償却費相当額 77,690千円

支払利息相当額 8,356千円

支払リース料 82,420千円

減価償却費相当額 74,899千円

支払利息相当額 7,389千円

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て、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

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

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

前連結会計年度(平成17年３月31日)

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

53,153 1,781

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 69,438 127,726 58,288

(2)債券

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

①　国債・地方

債等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 69,438 127,726 58,288

(1)株式 12,969 10,560 △2,409

(2)債券

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

①　国債・地方

債等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3)その他 48,571 47,295 △1,275

小計 61,540 57,855 △3,684

合計 130,978 185,582 54,603

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

５．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）

(1)満期保有目的の債券 －

(2)その他有価証券

非上場株式 93,800

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当連結会計年度(平成18年３月31日)

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

26,492 4,924

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 69,438 207,928 138,490

(2)債券

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

①　国債・地方

債等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 69,438 207,928 138,490

(1)株式 12,969 11,550 △1,419

(2)債券

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

①　国債・地方

債等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3)その他 30,618 29,700 △917

小計 43,587 41,250 △2,336

合計 113,025 249,179 136,153

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

５．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）

(1)満期保有目的の債券 －

(2)その他有価証券

非上場株式 90,600

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。

（注）　当連結会計年度において、その他有価証券について3,199千円減損処理をしております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。

－ 24 －



③　デリバティブ取引

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　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　当社は将来の金利の変動によるリスクを回避する目的でデリバティブ取引を利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　金利スワップ取引は、借入金の一部につき支払金利を固定化し、将来の金利市場における利率上昇によ

る変動リスクを回避する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金

ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金利を固定金利にした金利スワップ取引を利用して、

将来の金利上昇がキャッシュ・フローに及ぼす影響を限定しております。

ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、当社が行っているデリバ

ティブ取引の相手先は、信用力の高い金融機関に限定しているため、相手先の契約不履行による信用リス

クはほとんどないものと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経

理部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

２　取引の時価等に関する事項

　当社が行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　当社は将来の金利の変動によるリスクを回避する目的でデリバティブ取引を利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　金利スワップ取引は、借入金の一部につき支払金利を固定化し、将来の金利市場における利率上昇によ

る変動リスクを回避する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金

ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金利を固定金利にした金利スワップ取引を利用して、

将来の金利上昇がキャッシュ・フローに及ぼす影響を限定しております。

ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、当社が行っているデリバ

ティブ取引の相手先は、信用力の高い金融機関に限定しているため、相手先の契約不履行による信用リス

クはほとんどないものと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経

理部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

２　取引の時価等に関する事項

　当社が行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

　なお、当社は、日本衛生検査所厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会

計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出金割合に基

づく当連結会計年度末の年金資産残高は1,102,257千円であります。
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２　退職給付債務に関する事項

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)退職給付債務 (千円) △467,960 △485,158

(2)年金資産 (千円) 270,465 274,445

(3)未積立退職給付債務((1)+(2))

(千円)
△197,494 △210,712

(4)会計基準変更時差異の未処理額

(千円)
－ －

(5)未認識数理計算上の差異 (千円) △21,025 △14,800

(6)未認識過去勤務債務 (千円) － －

(7)連結貸借対照表計上額純額((3)+(4)

+(5)+(6)) (千円)
△218,520 △225,513

(8)前払年金費用 － －

(9)退職給付引当金((7)-(8))

(千円)
△218,520 △225,513

　（注）　厚生年金基金の代行部分は含めておりません。

３　退職給付費用に関する事項

区分
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 113,430 95,721

(1)勤務費用（千円） 42,217 41,146

(2)利息費用（千円） 9,254 9,150

(3)期待運用収益（減算）（千円） △5,617 △5,391

(4)会計基準変更時差異の費用処理額

（千円）
33,080 －

(5)数理計算上の差異の費用処理額

（千円）
△7,640 △9,274

(6)厚生年金基金掛金（千円) 42,137 60,091

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)会計基準変更時差異の処理年数

（年）
5 －

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,649

賞与引当金損金算入限度超過額 23,556

有価証券評価損 14,534

未払事業税否認額 8,742

その他 11,134

繰延税金資産（流動）小計 61,616

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 32,434

退職給付引当金損金算入限度超過額 85,331

会員権評価損 8,345

その他 3,317

繰延税金資産（固定）小計 129,428

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 △1,135

その他有価証券評価差額金 △22,508

繰延税金負債（固定）小計 △23,643

繰延税金資産（固定）の純額 105,784

繰延税金資産合計 167,401

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金損金算入限度超過額 17,204

賞与引当金損金算入限度超過額 24,658

有価証券評価損 4,175

その他 12,886

繰延税金資産（流動）小計 58,924

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 86,791

退職給付引当金損金算入限度超過額 88,495

会員権評価損 8,527

減損損失 25,832

その他 5,793

繰延税金資産（固定）小計 215,439

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 △757

その他有価証券評価差額金 △55,376

繰延税金負債（固定）小計 △56,134

繰延税金資産（固定）の純額 159,305

繰延税金資産合計 218,229

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
4.1

連結調整勘定償却額 0.1

住民税均等割等 7.3

税額控除 △4.0

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.8

 （単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△5.4

連結調整勘定償却額 △0.1

住民税均等割等 △7.0

税額控除 1.6

その他 6.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.5
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

臨床検査事
業
（千円）

調剤薬局事
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）

１　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,440,027 5,804,406 57,724 10,302,158 － 10,302,158

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 4,440,027 5,804,406 57,724 10,302,158 － 10,302,158

営業費用 4,428,717 5,343,301 40,866 9,812,885 312,316 10,125,202

営業利益 11,310 461,104 16,857 489,272 (312,316) 176,955

２　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 2,027,137 2,762,375 22,306 4,811,819 1,979,728 6,791,548

減価償却費 134,760 110,104 1,564 246,429 39,878 286,307

資本的支出 125,230 137,503 － 262,734 17,511 280,245

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

臨床検査事
業
（千円）

調剤薬局事
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）

１　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,440,145 6,932,728 41,083 11,413,957 － 11,413,957

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 4,440,145 6,932,728 41,083 11,413,957 － 11,413,957

営業費用 4,501,346 6,390,788 47,804 10,939,939 369,298 11,309,237

営業利益又は営業損失

（△）
△61,201 541,939 △6,720 474,018 (369,298) 104,719

２　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 1,805,735 3,012,785 13,068 4,831,589 2,063,105 6,894,694

減価償却費 105,224 116,023 774 222,023 40,592 262,616

減損損失 6,820 57,120 － 63,941 － 63,941

資本的支出 58,996 304,325 2,016 365,338 15,066 380,404
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　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主な内容は、次の通りであります。

(1) 臨床検査事業・・・診療に必要な臨床検査の受託業務

(2) 調剤薬局事業・・・調剤薬局の経営

(3) その他の事業・・・臨床検査システム等のソフトウェア販売

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用の金額は312,316千円及び369,298千円であり、その主なものは、当社の総務部門等管理部門に係る費用で

あります。

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

1,979,728千円及び2,063,105千円であり、その主なものは、当社での余剰資金、長期投資資金、賃貸用不動

産等管理部門に係る資産等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

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）法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）

割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（名）

事業上の
関係

法人主要

株主

(株)三

菱化学

ビーシー

エル

東京都板

橋区

566,000 臨床検査の

受託実施及

び研究

直接

11.86

兼任

2

一般検査

の受託及

び特殊検

査の委託

営業取引

一般検査の受

託
170,510 売掛金 41,873

特殊検査の委

託
357,972 買掛金 87,800

営業取引以外の

取引

賃貸取引 1,823 未収入金 －

負担金 3,582 未収入金 －

広告費 313 未払金 －

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2）建物の賃貸料については、近隣の価格を参考にして、同等の価格によっております。

(3）負担金及び広告費については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

によっております。

２．取引金額には消費税は含まず、期末残高は、消費税込みの金額で記載しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）

割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（名）

事業上の
関係

法人主要

株主

(株)三

菱化学

ビーシー

エル

東京都板

橋区

566,000 臨床検査の

受託実施及

び研究

直接

11.86

兼任

2

一般検査

の受託及

び特殊検

査の委託

営業取引

一般検査の受

託
178,443 売掛金 37,334

特殊検査の委

託
361,815 買掛金 88,965

営業取引以外の

取引

賃貸取引 628 未収入金 －

負担金 3,176 未収入金 －

広告費 259 未払金 －

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2）建物の賃貸料については、近隣の価格を参考にして、同等の価格によっております。

(3）負担金及び広告費については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

によっております。

２．取引金額には消費税は含まず、期末残高は、消費税込みの金額で記載しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（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 942円02銭

１株当たり当期純利益金額 19円68銭

１株当たり純資産額 916円04銭

１株当たり当期純損失金額  25円30銭

なお、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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 92,561 △106,648

普通株主に帰属しない金額（千円） 9,600 －

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） (9,600) (－)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
82,961 △106,648

期中平均株式数（千株） 4,214 4,214

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── 株式会社北海道ラジオアイソトープセンターとの合併 

合併の概要については、「６．個別財務諸表等　注記事

項（重要な後発事象）」を参照。
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５．生産、受注及び販売の状況

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．販売実績

　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。

１．販売実績

　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。

臨床検査事業 4,440,027千円

調剤薬局事業 5,804,406千円

その他の事業 57,724千円

合計 10,302,158千円

臨床検査事業 4,440,145千円

調剤薬局事業 6,932,728千円

その他の事業 41,083千円

合計 11,413,957千円

(1）上記の金額には、消費税を含めておりません。 (1）上記の金額には、消費税を含めておりません。

(2）「その他」は、情報関連サービスによるものであり

ます。

(2）「その他」は、情報関連サービスによるものであり

ます。

(3）相手先別販売実績において、総販売実績に対する当

該割合が10％を超える相手先はありません。

(3）相手先別販売実績において、総販売実績に対する当

該割合が10％を超える相手先はありません。

２．受注状況

　臨床検査事業は、検査の受託から報告までの所要日数が短いため、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と販

売実績とがほぼ対応するため記載を省略しております。

　調剤薬局事業は、医療機関より発行される処方箋に基づき医薬品を調剤し、販売しており期中の受注高と販売実績

とは同額であります。

３．生産状況

　生産実績は、従来より販売価格にて算定及び表示しており、販売実績と同一になるため記載を省略しております。
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