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問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理部門担当（氏名) 内田 喜朗 

 ＴＥＬ (048)542－3171  

1. 平成20年5月期第３四半期の連結業績（平成19年6月1日～平成20年2月29日）    (百万円未満切捨て) 

 (1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期(当期)純利益又は

四半期(当期)純損失(△) 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 20年5月期第３四半期 24,329 (3.3) 712 (△41.7) 160 (△76.7) △165 (－)

 19年5月期第３四半期 23,546 (9.3) 1,221 (16.4) 688 (21.9) 367 (15.8)

（参考）19年5月期 32,059  1,356  339  △9,314  

 

 
１株当たり四半期(当期)

純利益又は１株当たり四

半期(当期)純損失(△) 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 円 銭 

 20年5月期第３四半期 △3 14 － － 

 19年5月期第３四半期 7 26 － － 

（参考）19年5月期 △182 01 － － 

 

 (2) 連結財政状態 
 

 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 

 20年5月期第３四半期 54,906 24,392 43.9 457 79 

 19年5月期第３四半期 71,704 34,814 48.2 655 62 

（参考）19年5月期 60,748 24,584 40.3 465 25 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

基準日 第３四半期末 

 円    銭 

 20年5月期第３四半期 －   － 

 19年5月期第３四半期 －   － 

 

3. 平成20年5月期の連結業績予想（平成19年6月1日～平成20年5月31日)【参考】 
(％表示は、通期は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 34,000 (6.1) 1,400 (3.2) 700 (106.3) 300 (－) 5 70 
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4. その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う ： 無 

   特定子会社の異動) 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 無 

 

  [(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください｡] 

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成20年5月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基

づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能

性があります。 

   なお、平成20年3月24日に発表いたしましたとおり、平成20年4月30日に第三者割当による新株式

の発行を予定しており、その結果、平成20年5月期の連結業績予想の1株当たりの当期純利益は4円6

銭となる予定であります。 



  
㈱メデカジャパン (9707) 平成20年5月期 第３四半期財務・業績の概況 

― 3 ― 

【定性的情報・財務諸表等】 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成19年6月1日～平成20年2月29日）におけるわが国経済は、個人消費の動きには

停滞感がみられましたが、企業収益の改善を背景として、設備投資の増加や雇用状況の改善等が見

られ、景気は穏やかな回復基調を辿りました。しかしながら米国のサブプライムローン問題に端を

発した米国経済の減速、原油価格の高騰の影響など、先行きが懸念される状況となっております。 

当社におきましては、引き続き介護事業を充実させるべく、岩盤浴ベッドの拡充や足裏マッサー

ジ、フードセラピー、認知症予防として学習療法の導入などアクティビティサービスの促進・向上

を進めてまいりました。また、各種階層別教育研修を実施しサービスの質の向上と組織体制の向上

としてコンプライアンスの強化に努めてまいりました。 

このような状況のもと、当第３四半期の売上高は243億2千9百万円（前年同期比3.3％増）となり

ましたが、㈱光ハイツ・ヴェラスの持分法適用による連結除外及び期末に租税公課として一括計上

していた控除対象外消費税を当中間連結会計期間より計上したことにより、営業利益は7億1千2百万

円（前年同期比41.7％減）、経常利益は1億6千万円（前年同期比76.7％減）となりました。また四

半期純損失は投資有価証券の評価損の計上により、1億6千5百万円となりました。 

当第３四半期の事業の種類別セグメントの売上高・営業利益は以下のとおりです。 

 

[介護事業] 

介護事業におきましては、当社は複合介護サービス拠点「そよ風」を直営で19拠点新設し、直営

135拠点、グループ15拠点、フランチャイズ26拠点のもと、デイサービス利用の方へのお持ち帰り弁

当サービス「そよ風ミール＠ホーム」や日常生活支援をおこなう「そよ風はーとふるサービス」な

どの介護保険外サービスの利用促進を図るとともに、岩盤浴ベッドの拡充や足裏マッサージ、フー

ドセラピー、認知症予防として学習療法の導入などアクティビティサービスの促進・向上を図ると

ともに、職員の各種階層別教育研修を実施し、利用者の立場に立った「ケアセンターそよ風」創り

に取り組んでまいりました。また、原油価格の高騰やその他原材料の物価上昇に対応すべく、料金

の適正化を実施し、継続的事業運営のための適正な利益の確保に努めてまいりました。 

稼働率についても順調に推移した結果、売上高は167億6千2百万円（前年同期比9.3％増）、営業

利益につきましては、㈱光ハイツ・ヴェラスの持分法適用による連結除外の影響もあり13億2千5百

万円（前年同期比5.3％減）となりました。 

 

[臨床検査事業] 

臨床検査事業におきましては、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況下にありますが、平

成20年度にスタートする「特定健診」における個人の健診による検体受注の拡大を図るとともに、

保険点数の影響を受けにくい事業として、環境検査事業、遺伝子検査事業に重点を置き、他の分野

の検査事業にも力を注いで参ります。 

このような状況の中、売上高は50億6千4百万円（前年同期比0.6％増）となり、営業利益につきま

しては、業務の合理化による管理コストの低減により3億5千1百万円（前年同期比283.1％増）とな

りました。 

 

[商品販売事業] 

商品販売事業におきましては、介護施設や医療機関に向けて、業務の合理化及びサービスの質の

向上に適した医療機器及びシステムの提案販売や、「そよ風」で培われたノウハウを活かし、ニー

ズに即した設備や備品の販売促進に努めるとともに、健康増進のための当社独自の商品開発に取り

組んでまいりました。 

しかしながら受注の減少により、売上高は9億3千1百万円（前年同期比51.1％減）、営業利益は 

6千1百万円（前年同期比55.8％減）となりました。 

 

[その他の事業] 

その他の事業におきましては、湯治館シリーズとして「熱海温泉ホテル湯治館そよ風」、「熱海

温泉ホテル湯治館そよ風別館」、「みちのく路温泉湯治館そよ風」では、「岩盤浴」の利用に加え、

季節毎に様々なプランを開発し、稼働率向上に努めてまいりました。 
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その結果、売上高は20億8千3百万円（前年同期比48.1％増）となりましたが、十分な稼働率の確

保に至らなかった結果、営業利益は3千9百万円（前年同期比84.0％減）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末につきましては、長期営業債権等を含めた163億円の債権を譲渡し、またクラシッ

ク･コミュニティ横浜の証券化及び上記長期営業債権の売却による譲渡代金の一部を有利子負債の返

済に充当した結果、総資産は549億6百万円（前連結会計年度末比58億4千1百万円減）、負債は305億

1千4百万円（前連結会計年度末比56億4千9百万円減）となりました。また、純資産につきましては

243億9千2百万円（前連結会計年度末比1億9千2百万円減）となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年5月期通期業績予想につきましては、平成20年1月25日に発表いたしました「平成20年5月

期中間決算短信」のとおりであります。 

なお、平成20年3月31日に発表いたしました「社債償還の疑義に関するお知らせ」のその後の進捗

ですが、現在訴訟に向けての準備をすすめているところであります。平成20年5月期通期業績予想に

変更が生じる場合は、速やかに発表いたします。 

 

4. その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上に簡便的な方法を適用しております。 

 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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5. （要約）四半期連結財務諸表  

 (1) (要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年5月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年5月期 
第３四半期末) 

増  減 
(参 考）前期末 

(平成19年5月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 1. 現金及び預金 5,366,840 2,171,578 △3,195,261 △59.5 6,514,187 

 2. 受取手形及び売掛金 9,400,896 6,251,183 △3,149,713 △33.5 8,668,239 

 3. その他 11,516,718 8,175,174 △3,341,543 △29.0 5,200,064 

   貸倒引当金 △6,650 △318,583 △311,933 - △929,067 

   流動資産合計 26,277,804 16,279,352 △9,998,452 △38.0 19,453,424 

Ⅱ 固定資産      

 1. 有形固定資産      

  (1) 建物及び構築物 14,465,236 14,181,866 △283,370 △2.0 15,787,586 

  (2) 土地 6,279,955 6,254,115 △25,840 △0.4 6,556,590 

  (3) その他 1,702,863 911,189 △791,673 △46.5 1,564,869 

   有形固定資産合計 22,448,054 21,347,170 △1,100,884 △4.9 23,909,045 

 2. 無形固定資産 235,380 182,889 △52,490 △22.3 330,174 

 3. 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券 7,361,524 5,212,076 △2,149,447 △29.2 6,346,314 

  (2) 差入保証金 3,890,478 4,828,630 938,152 24.1 4,142,332 

  (3) 繰延税金資産 2,282,347 3,596,299 1,313,951 57.6 2,106,869 

  (4) その他 14,361,070 4,143,108 △10,217,961 △71.2 16,168,697 

    貸倒引当金 △5,152,180 △682,982 4,469,198 △86.7 △11,712,658 

   投資その他の資産合計 22,743,240 17,097,132 △5,646,107 △24.8 17,051,555 

   固定資産合計 45,426,675 38,627,193 △6,799,482 △15.0 41,290,776 

Ⅲ 繰延資産 － ― ― － 3,844 

   資産合計 71,704,480 54,906,545 △16,797,934 △23.4 60,748,044 
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年5月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年5月期 
第３四半期末) 

増  減 
(参 考）前期末 

(平成19年5月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

 1. 支払手形及び買掛金 2,614,137 1,666,630 △947,506 △36.2 2,377,715 

 2. 短期借入金 6,930,124 6,690,817 △239,307 △3.5 6,429,965 

 3. 一年以内償還予定社債 205,000 190,000 △15,000 △7.3 770,000 

 4. その他 3,485,121 3,006,949 △478,172 △13.7 3,398,388 

   流動負債合計 13,234,384 11,554,397 △1,679,986 △12.7 12,976,069 

Ⅱ 固定負債      

 1. 社債 1,510,000 775,000 △735,000 △48.6 865,000 

 2. 長期借入金 16,926,975 12,107,943 △4,819,031 △28.5 16,848,615 

 3. その他 5,218,213 6,076,914 858,701 16.5 5,473,632 

   固定負債合計 23,655,188 18,959,858 △4,695,330 △19.8 23,187,247 

   負債合計 36,889,572 30,514,255 △6,375,317 △17.2 36,163,317 

      

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

 1. 資本金 16,118,116 16,118,116 - - 16,118,116 

 2. 資本剰余金 16,374,041 8,576,143 △7,797,898 △47.6 16,374,041 

 3. 利益剰余金 1,267,480 △721,293 △1,988,773 － △8,353,691 

 4. 自己株式 △142,681 △144,647 △1,966 1.3 △143,165 

   株主資本合計 33,616,957 23,828,318 △9,788,638 △29.1 23,995,301 

Ⅱ 評価・換算差額等      

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

910,402 277,115 △633,287 △69.6 505,142 

   評価・換算差額等合計 910,402 277,115 △633,287 △69.6 505,142 

Ⅲ 少数株主持分 287,547 286,855 △691 △0.2 84,282 

   純資産合計 34,814,907 24,392,290 △10,422,617 △29.9 24,584,727 

   負債純資産合計 71,704,480 54,906,545 △16,797,934 △23.4 60,748,044 
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 (2) (要約）四半期連結損益計算書 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年5月期 
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年5月期 
第３四半期) 

増  減 
(参 考）前期 

(平成19年5月期) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 23,546,909 24,329,834 782,925 3.3 32,059,034 

Ⅱ 売上原価 19,252,095 20,495,163 1,243,068 6.5 26,185,987 

   売上総利益 4,294,813 3,834,670 △460,142 △10.7 5,873,046 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,073,019 3,121,856 48,836 1.6 4,516,431 

   営業利益 1,221,794 712,814 △508,979 △41.7 1,356,615 

Ⅳ 営業外収益 354,529 357,780 3,251 0.9 412,712 

Ⅴ 営業外費用 887,678 910,478 22,800 2.6 1,430,068 

   経常利益 688,645 160,115 △528,529 △76.7 339,259 

Ⅵ 特別利益 2,035,095 1,098,199 △936,896 △46.0 1,984,800 

Ⅶ 特別損失 1,614,154 2,689,118 1,074,963 66.6 10,517,232 

税金等調整前四半期(当期)

純利益又は税金等調整前四

半期(当期)純損失(△) 
1,109,585 △1,430,803 △2,540,389 - △8,193,172 

   税金費用 649,639 △1,387,175 △2,036,814 - 1,232,627 

少数株主利益又は少数株
主損失(△) 

92,180 121,790 29,610 32.1 △111,083 

四半期(当期)純利益又は
四半期(当期)純損失(△) 

367,765 △165,419 △533,184 - △9,314,716 

 

(3) セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前年同四半期(平成19年5月期第３四半期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 15,342,597 5,035,563 1,905,312 1,406,395 23,689,869 (142,960) 23,546,909 

営業費用 13,942,170 4,943,949 1,765,238 1,159,445 21,810,804 514,311 22,325,115 

営業利益 1,400,427 91,614 140,074 246,949 1,879,065 (657,271) 1,221,794 

 

  当四半期(平成20年5月期第３四半期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 16,762,929 5,064,827 931,639 2,083,344 24,842,741 (512,907) 24,329,834 

営業費用 15,437,196 4,713,824 869,780 2,043,926 23,064,727 552,292 23,617,020 

営業利益 1,325,733 351,003 61,859 39,418 1,778,014 (1,065,200) 712,814 

 

  (参考)前期(平成19年5月期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 20,844,514 7,351,986 2,021,626 2,217,052 32,435,179 (376,145) 32,059,034 

営業費用 19,002,175 7,245,959 1,849,702 1,842,642 29,940,479 761,939 30,702,418 

営業利益 1,842,339 106,026 171,923 374,410 2,494,699 (1,138,084) 1,356,615 
 


