
 
  

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月１７日

会　社　名 札幌臨床検査センター株式会社 上場取引所  ＪＱ

コード番号 ９７７６ 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.saturin.co.jp)

代　表　者　役　 職　 名 代表取締役社長  

　　　　　　氏　　　　名 川越　英治  

問い合せ先　責任者役職名 専務取締役管理本部長  

　　　　　　氏　　　　名 藤井　政雄  ＴＥＬ　　（０１１）６１３－３２１０

決算取締役会開催日 平成１８年１１月１７日 配当支払開始日 平成－－年－－月－－日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．平成１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日）

(1）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９月中間期 5,794 4.7 49 △64.9 65 △60.9

１７年９月中間期 5,532 10.5 139 △16.0 168 △5.0

１８年３月期 11,165 85 135

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期 31 △2.6 7 54

１７年９月中間期 32 △63.2 7 74

１８年３月期 △116 △27 66

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 4,214,613株 17年9月中間期 4,214,640株 18年3月期 4,214,640株

②会計処理の方法の変更 無

③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であります。

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期 6,775 3,898 57.5 925 10

１７年９月中間期 6,835 4,043 59.2 959 48

１８年３月期 6,899 3,918 56.8 929 63

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 4,214,240株 17年9月中間期 4,214,640株 18年3月期 4,214,640株

②期末自己株式数 18年9月中間期 　 1,760株 17年9月中間期 　　1,360株 18年3月期 　　1,360株

２．平成１９年３月期の業績予想（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

通　期 11,379 228 105

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　24円91銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年３月期 － 10.0 10.0

19年３月期（実績） － －
10.0

19年３月期（予想） － 10.0

※　上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（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

（％）

増減

(千円)
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ．流動資産            

１．現金及び預金  761,990   937,626    982,102   

２．受取手形 ※４ 40,272   43,533    25,692   

３．売掛金  2,149,401   2,072,118    2,022,226   

４．有価証券  60,355   26,207    26,492   

５．たな卸資産  317,046   351,129    287,264   

６．繰延税金資産  89,185   103,871    57,676   

７．その他  140,111   147,159    173,896   

貸倒引当金  △39,805   △138,309    △67,174   

流動資産合計   3,518,557 51.5  3,543,335 52.3 24,777  3,508,177 50.9

Ⅱ．固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物 ※２ 663,010   654,205    671,368   

(2) 工具、器具及

び備品
 376,303   338,200    343,374   

(3) 土地 ※２ 1,055,931   1,027,921    1,039,621   

(4) その他  39,716   34,385    35,653   

有形固定資産合

計
 2,134,961  31.2 2,054,712  30.3 △80,249 2,090,017  30.3

２．無形固定資産  77,509  1.1 85,685  1.3 8,176 93,186  1.3

３．投資その他の資

産
           

(1) 投資有価証券  319,185   318,408    339,779   

(2) 長期貸付金  43,348   59,170    69,480   

(3) 差入保証金  373,347   377,376    379,897   

(4) 繰延税金資産  102,529   151,101    158,262   

(5) その他  358,215   399,308    562,838   

貸倒引当金  △92,505   △213,613    △302,629   

投資その他の資産

合計
 1,104,119  16.2 1,091,751  16.1 △12,367 1,207,627  17.5

固定資産合計   3,316,590 48.5  3,232,149 47.7 △84,440  3,390,831 49.1

資産合計   6,835,148 100.0  6,775,485 100.0 △59,662  6,899,008 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（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

（％）

増減

(千円)
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ．流動負債            

１．買掛金  1,176,583   1,263,084    1,167,407   

２．短期借入金 ※２ 524,104   538,236    824,046   

３．未払法人税等  89,552   70,000    3,921   

４．賞与引当金  118,200   119,800    59,000   

５．その他  204,423   234,985    223,909   

流動負債合計   2,112,863 30.9  2,226,105 32.9 113,241  2,278,285 33.0

Ⅱ．固定負債            

１．長期借入金 ※２ 443,157   412,787    473,593   

２．退職給付引当金  211,314   224,995    215,105   

３．その他  23,952   12,987    13,952   

固定負債合計   678,423 9.9  650,770 9.6 △27,653  702,650 10.2

負債合計   2,791,287 40.8  2,876,876 42.5 85,588  2,980,936 43.2
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（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

（％）

増減

(千円)
金額（千円）

構成比

（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   983,350 14.4  － － －  983,350 14.2

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,015,270   －    1,015,270   

資本剰余金合計   1,015,270 14.9  － － －  1,015,270 14.7

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  74,200   －    74,200   

２．任意積立金  1,841,675   －    1,841,675   

３．中間（当期）未

処分利益
 72,260   －    △76,924   

利益剰余金合計   1,988,135 29.1  － － －  1,838,950 26.7

Ⅳ　その他有価証券評

価差額金
  57,750 0.8  － － －  81,147 1.2

Ⅴ　自己株式   △646 △0.0  － － －  △646 △0.0

資本合計   4,043,860 59.2  － － －  3,918,072 56.8

負債・資本合計   6,835,148 100.0  － － －  6,899,008 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  983,350 14.5 －  － －

２．資本剰余金            

(1) 資本準備金  －   1,015,270    －   

資本剰余金合計   － －  1,015,270 15.0 －  － －

３．利益剰余金            

(1) 利益準備金  －   74,200    －   

(2) その他利益剰

余金 
           

特別償却準備

金
 －   1,116    －   

別途積立金  －   1,690,000    －   

繰越利益剰余

金
 －   63,261    －   

利益剰余金合

計
  － －  1,828,578 27.0 －  － －

４．自己株式   － －  △826 △0.0 －  － －

株主資本合計   － －  3,826,372 56.5 －  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券

評価差額金
  － －  72,237 1.0 －  － －

評価・換算差額金

等合計
  － －  72,237 1.0 －  － －

純資産合計   － －  3,898,609 57.5 －  － －

負債純資産合計   － －  6,775,485 100.0 －  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％
）

増減
（千円）

金額（千円）

百分
比
（％
）

Ⅰ．売上高   5,532,701 100.0  5,794,016 100.0 261,314  11,165,810 100.0

Ⅱ．売上原価   3,700,818 66.9  3,968,087 68.5 267,268  7,572,482 67.8

売上総利益   1,831,883 33.1  1,825,929 31.5 △5,954  3,593,328 32.2

Ⅲ．販売費及び一般管
理費

  1,692,135 30.6  1,776,833 30.7 84,697  3,507,653 31.4

営業利益   139,747 2.5  49,095 0.8 △90,652  85,674 0.8

Ⅳ．営業外収益 ※１  57,794 1.0  50,865 0.9 △6,928  106,787 0.9

Ⅴ．営業外費用 ※２  29,251 0.5  34,207 0.6 4,956  56,901 0.5

経常利益   168,290 3.0  65,753 1.1 △102,536  135,561 1.2

Ⅵ．特別利益 ※３  － －  31,848 0.6 31,848  － －

Ⅶ．特別損失 ※4,5  101,083 1.8  32,978 0.6 △68,104  317,017 2.8

税引前中間純利
益又は税引前当
期純損失（△）

  67,207 1.2  64,623 1.1 △2,583  △181,456 △1.6

法人税、住民税
及び事業税

 78,588   62,973    19,192   

法人税等調整額  △43,996 34,592 0.6 △30,124 32,849 0.6 △1,742 △84,079 △64,886 △0.6

中間純利益又は
当期純損失
（△）

  32,614 0.6  31,774 0.5 △840  △116,570 △1.0

前期繰越利益   39,645   －    39,645  

中間（当期）未
処分利益

  72,260   －    △76,924  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日） （単位：千円） 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 983,350 1,015,270 1,015,270 74,200 1,675 1,840,000 △76,924 1,838,950 △646 3,836,924

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △42,146 △42,146  △42,146

特別償却準備金の取崩

（注）
    △558  558 －  －

別途積立金の取崩

（注）
     △150,000 150,000 －  －

中間純利益       31,774 31,774  31,774

自己株式の取得         △180 △180

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

          

中間会計期間中の変動額

合計
－ － － － △558 △150,000 140,186 △10,372 △180 △10,552

平成18年９月30日　残高 983,350 1,015,270 1,015,270 74,200 1,116 1,690,000 63,261 1,828,578 △826 3,826,372

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高 81,147 81,147 3,918,072

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △42,146

特別償却準備金の取

崩（注）
  －

別途積立金の取崩

（注）
  －

中間純利益   31,774

自己株式の取得   △180

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△8,910 △8,910 △8,910

中間会計期間中の変動額

合計
△8,910 △8,910 △19,462

平成18年９月30日　残高 72,237 72,237 3,898,609

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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（売却原価は移動平

均法により算定）を採用して

おります。

(1）有価証券

売買目的有価証券

同　左

(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

満期保有目的債券

同　左

子会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

子会社株式

同　左

子会社株式

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

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

　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

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

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

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

　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

(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

仕掛品

同　左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

(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と

おりであります。

(1）有形固定資産

同　左

(1）有形固定資産

同　左

・建物 3～50年

・工具、器具及び備品 2～15年

(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

(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

(3)長期前払費用

同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．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。

(1)貸倒引当金

同　左

(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、支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。

(2)賞与引当金

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、当期の未払期間

に対応する支給見込額を計上し

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、当事業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、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業

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

事業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

同　左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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。

　数理計算上の差異は、各事業

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

事業年度から費用処理すること

としております。

４．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。

同　左 同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５. 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

例処理の用件を満たしているた

め、特例処理によっております。

(1)ヘッジ会計の方法

同　左

(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

同　左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

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

(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

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同　左

６．その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税の会計処理

　消費税の会計処理は、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、法人税法の規定によ

り均等償却を行っております。

(1）消費税の会計処理

同　左

(1）消費税の会計処理

同　左

－ 39 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間より、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。これにより税引

前中間純利益は22,251千円減少してお

ります。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。これにより税引前

当期純利益は63,941千円減少しており

ます。

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は3,898,609千円であります。

なお、当中間会計期間末における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

―――――― 

―――――― （企業結合に係る会計基準）

当中間会計期間より、企業結合に係

る会計基準（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成15年10月31日））及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

―――――― 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）

「差入保証金」は、前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

なお、前中間期末の「差入保証金」の金額は、308,888千

円であります。

 ――――――

追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

「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、

前中間会計期間まで「その他」に含め

ていた投資事業組合への出資金を、当

中間会計期間において「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45,010千円増加し、「その他」は同

額減少しております。

―――――― ―――――― 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,963,276千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,099,289千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,062,819千円

※２　担保資産

(1) 担保に供している資産

※２　担保資産

(1) 担保に供している資産

※２　担保資産

(1) 担保に供している資産

建物    135,811千円

土地 104,966千円

計 240,778千円

建物 131,563千円

土地 104,966千円

計 236,530千円

建物   131,679千円

土地 104,966千円

計 236,646千円

(2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 167,995千円

長期借入金 448,332千円

（１年以内返済予定額を含む）

計 616,327千円

短期借入金   317,408千円

長期借入金 324,995千円

（１年以内返済予定額を含む）

計 642,403千円

短期借入金 502,573千円

長期借入金 368,330千円

（１年以内返済予定額を含む）

計 870,903千円

　３　保証債務

(1) 当社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

　３　保証債務

(1) 当社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

　３　保証債務

(1) 当社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　7名  22,903千円 従業員　7名 18,531千円 従業員　7名 22,057千円

(2) 金融機関からの借入金等に対する保証 (2) 金融機関からの借入金等に対する保証 (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
78,124千円

松浦正盛 8,400千円

計   86,524千円

取引先等  

松浦正盛 7,000千円

取引先等  

松浦正盛 9,600千円

※４　　　　　―――――― ※４　中間期末日満期手形　　　　　

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。

※４　　　　　――――――

受取手形 7,364千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,620千円

受取配当金 4,813千円

賃貸収入 21,609千円

受取利息 1,801千円

受取配当金 6,031千円

賃貸収入 27,285千円

受取利息 3,569千円

受取配当金 5,755千円

有価証券償還益 5,626千円

有価証券評価益 4,924千円

賃貸収入 53,523千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6,988千円

賃貸収入原価 20,589千円

支払利息 6,286千円

賃貸収入原価 20,536千円

支払利息 14,000千円

賃貸収入原価 39,964千円

※３　　　　　―――――― ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　――――――

固定資産売却益  

　建物    16,260千円

　工具、器具及び備品 1,962千円

　その他 178千円

　無形固定資産 1,177千円

　計 19,579千円

抱合株式消滅差益 12,269千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損  

　その他 193千円

固定資産除却損  

　建物 4,100千円

工具、器具及び備品 785千円

その他 27千円

 計 4,914千円

会員権評価損 1,700千円

減損損失 22,251千円

役員退職慰労金 72,023千円

固定資産売却損  

　土地 5,526千円

無形固定資産 117千円

 計 5,643千円

固定資産除却損  

工具、器具及び備品 4,031千円

役員退職慰労金 23,304千円

固定資産売却損  

　その他 337千円

固定資産除却損  

　建物 4,160千円

工具、器具及び備品 2,091千円

その他 27千円

　計 6,280千円

 貸倒引当金繰入額 169,535千円

会員権評価損 1,700千円

減損損失 63,941千円

投資有価証券評価損 3,199千円

役員退職慰労金 72,023千円
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５　減損損失 ※５　　　　　―――――― ※５　減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の

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
建物等

北海道北広島市

北海道札幌市

当社は、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（22,251千円）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5,471千円、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。

当事業年度において、当社は以下の資産

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。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産  104,421千円

無形固定資産 12,925千円

有形固定資産 92,492千円

無形固定資産 15,249千円

有形固定資産 217,427千円

無形固定資産 26,352千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

普通株式（注） 1,360 400 － 1,760

合計 1,360 400 － 1,760

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加400株は、単元未満株式の買取りによるものです。
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（リース取引）

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
(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、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

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

額相当額及び中間期末残高相当額

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)

中間期末
残高相当
額
(千円)

その他
(有形固
定資
産) 

103,008 48,562 54,445

工具、
器具及
び備品

144,957 89,280 55,676

無形固
定資産

51,710 33,505 18,205

合計 299,676 171,349 128,327

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

その他
(有形固
定資
産) 

108,452 50,797 57,655

工具、
器具及
び備品

158,473 127,383 31,089

無形固
定資産

51,710 43,847 7,862

合計 318,636 222,029 96,607

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)

その他
(有形固
定資
産) 

103,582 55,909 47,673

工具、
器具及
び備品

144,957 103,776 41,180

無形固
定資産

51,710 38,676 13,034

合計 300,251 198,362 101,888

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 65,254千円

１年超 68,841千円

合計 134,095千円

１年内 58,998千円

１年超 44,307千円

合計 103,305千円

１年内 60,612千円

１年超 46,781千円

合計 107,394千円

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

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

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 39,679千円

減価償却費相当額 36,058千円

支払利息相当額 3,641千円

支払リース料 39,348千円

減価償却費相当額 35,334千円

支払利息相当額 3,437千円

支払リース料 76,999千円

減価償却費相当額 69,870千円

支払利息相当額 7,067千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同　左

（減損損失について） （減損損失について） （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。

同　左 同　左
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（有価証券）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(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 959円48銭

１株当たり中間純利益金

額
7円74銭

１株当たり純資産額 925円10銭

１株当たり中間純利益金

額
7円54銭

１株当たり純資産額 929円63銭

１株当たり当期純損失金

額
27円66銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　同　左 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株当たり中間純利益金額又は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。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり当期純

損失金額
   

中間純利益又は当期純損失（△）(千円) 32,614 31,774 △116,570

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

（うち利益処分による役員賞与金（千円））  （－） (－) (－) 

普通株式に係る中間純利益又は当期純損失（△）

(千円)
32,614 31,774 △116,570

 期中平均株式数(千株) 4,214 4,214 4,214
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

当社は、経営の一元化によって事業

効率を高めるため、当社の100％出資

子会社である株式会社北海道ラジオア

イソトープセンターと平成18年２月３

日に合併契約を締結し、平成18年４月

１日をもって、当社を存続会社として

合併いたしました。

なお、この合併は、旧商法第413条

の３第１項の規定により、当社の株主

総会における合併契約書の承認を得な

いで行っております。

合併に関する事項の概要は次のとお

りであります。

１．合併期日

平成18年４月１日

２．合併の形式

当社を存続会社とし、株式会社

北海道ラジオアイソトープセン

ターを解散会社とする吸収合併と

し、合併による新株の発行及び資

本金の増加は行いません。

３．合併による資産・負債の引継ぎ

合併により引き継いだ資産及び

負債は次のとおりであります。

（平成18年４月１日現在）

（単位：千円）

 資産の部

流動資産 58,623

固定資産 9,080

資産合計 67,703

 負債の部

流動負債 26,002

固定負債 3,957

負債合計 29,959
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７．部門別売上高等

１．部門別売上高

 （単位：千円未満切捨て）

区分

前中間期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

臨床

検査

部門

％ ％ ％

生化学的検査 799,990 14.5 802,452 13.9 1,552,697 13.9

血清学的検査 397,081 7.2 429,219 7.4 781,379 7.0

血液学的検査 246,851 4.5 245,017 4.2 479,978 4.3

細菌学的検査 300,192 5.4 293,757 5.1 580,165 5.2

病理学的検査 227,632 4.1 234,259 4.0 439,316 3.9

その他の検査 188,089 3.4 190,788 3.3 358,411 3.2

小計 2,159,836 39.1 2,195,493 37.9 4,191,948 37.5

調剤

薬局

部門

薬剤に係る収入 2,554,189 46.2 2,738,115 47.3 5,318,727 47.6

調剤技術に係る収入 760,358 13.7 814,232 14.0 1,553,026 13.9

その他の収入 28,542 0.5 32,179 0.6 60,974 0.6

小計 3,343,089 60.4 3,584,527 61.9 6,392,728 62.1

その他 29,775 0.5 13,994 0.2 41,133 0.4

合計 5,532,701 100.0 5,794,016 100.0 11,165,810 100.0

＊　「その他」・・・臨床検査システム等のソフトウェア販売に係るものであります。

２．受注状況

　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。
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