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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 17,799 ― 439 ― 509 ― 151 ―
20年3月期第1四半期 16,986 5.9 632 128.8 693 205.4 233 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 6.65 ―
20年3月期第1四半期 20.54 ―

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

21年3月期第1四半期 29,624 17,280 57.8 754.72
20年3月期 28,892 17,364 59.4 1,512.40

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,130百万円 20年3月期  17,164百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 16.00 24.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 35,660 ― 1,060 ― 1,040 ― 480 ― 21.15
通期 72,880 4.7 2,490 △14.9 2,450 △11.3 1,160 △16.5 51.11

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社は平成20年４月１日付をもって、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。 
２．平成20年５月９日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に
不確定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、予想数値とは異なる場合があります。また、上記業績予想に関する事項は４ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  24,801,378株 20年3月期  12,400,689株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,103,562株 20年3月期  1,051,771株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,697,832株 20年3月期第1四半期  11,368,111株
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（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

 平成20年３月31日現在の株主に対し、平成20年４月１日付で普通株式１株を２株に分割しました。その結果、発

行済株式総数は分割前の12,400,689株から、分割後は24,801,378株となりました。当該分割が前連結会計年度の開

始日（平成19年４月１日）に行われたと仮定した場合の、前年第１四半期及び前連結会計年度における１株当たり

情報は以下の通りです。 

  20年３月期第１四半期 20年３月期 

 １株当たり四半期（当期）純利益 10円27銭 － 

 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 － － 

 １株当たり純資産 － 756円20銭 
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【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１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰により、これまで景気回復を牽引して

きた企業収益に減少が見られ、個人消費も厳しい状況が続くなど、景気停滞感が強まる状況となりました。  

 当社の主たる事業領域である医療・福祉関連業界におきましては、医療費及び介護給付費の抑制を目的とする医

療・介護制度の見直しの影響を受け、厳しい経営環境が続いております。2008年４月の診療報酬改定も薬価の引き下

げなど全体としてマイナス改定となりました。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、医療関連受託事業における取引先医療機関に対する業務深耕

の強化、福祉事業における利用者数の増加等に努めた結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は17,799百万円（前

年同期比4.8％増）となりました。 

 利益面につきましては、介護事業所の稼働率の向上及び経費の削減等に努めましたが、健康保険料率の引き上げや

薬価改定の影響などにより、営業利益は439百万円（同30.5％減）、経常利益は509百万円（同26.5％減）、四半期純

利益は151百万円（同35.3％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

①医療関連受託事業 

  既存取引先に対する積極的な業務深耕による受注を拡大するとともに、人材の安定確保に努めてまいりました。

一方、加入している健康組合の健康保険料率の引き上げにより労務コストが増加しました。 

   その結果、売上高は12,358百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は491百万円（同25.9％減）とほぼ計画通り

推移いたしました。 

②教育事業 

  医療・福祉関連資格講座の市場環境は依然として厳しい状況にあり、受講者数は減少いたしましたが、引続き固

 定費の削減に努めました。また、講座修了生に対する当社への就業促進策の一環として専用ホームページのリニュ

 ーアルを実施し、求人活動の効率化と人材供給機能の強化を図りました。  

  その結果、売上高は435百万円（同8.2％減）、営業損失は65百万円（前年同期営業損失72百万円）となりまし

た。 

③調剤薬局事業 

  ３店舗の新規出店を実施し、当第１四半期連結会計期間末で96店舗となりました。前連結会計年度に開設した店

舗の稼働率が向上したことが売上に寄与いたしました。一方、利益面につきましては、薬価・調剤報酬改定の影響

を受け厳しい状況で推移いたしました。 

   その結果、売上高は3,834百万円（前年同期比4.2％増）、営業損失は21百万円（前年同期営業利益84百万円）と

なりました。 

④福祉事業 

  介護事業につきましては、訪問介護、通所介護等を中心に利用者数が順調に増加し、既存事業所の稼働率が向上

 いたしました。また、介護・保育両事業において経費の削減等を図り、利益の確保に努めました。 

   その結果、売上高は1,097百万円（前年同期比10.6％増）、営業利益は14百万円（前年同期営業損失66百万円）

と順調に推移いたしました。 

⑤その他事業 

  主に賃貸収入等により、売上高は73百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益は18百万円（同15.8％減）となり

ました。 

 ※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第１四半期連結会計

期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に

関する情報は参考として記載しております。 

㈱日本医療事務センター（9652）　平成21年３月期第１四半期決算短信

－3－



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

〔資産の状況〕 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ732百万円（2.5％）増加し、29,624百万円となりました。 

 流動資産は、15,839百万円と前連結会計年度末に比べ740百万円（4.9％）の増加となりました。これは、現金及び

預金が271百万円、受取手形及び売掛金が201百万円、商品が235百万円増加したことが主な要因であります。 

 固定資産は、13,785百万円と前連結会計年度末に比べ８百万円（0.1％）の減少となりました。これは、主に建物

及び構築物が80百万円増加した一方で、投資有価証券が63百万円、のれんが33百万円減少したこと等が要因でありま

す。 

〔負債の状況〕 

 当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ815百万円（7.1％）増加し、12,343百万円となりました。 

 流動負債は、10,547百万円で前連結会計年度末に比べ723百万円（7.4％）増加しました。これは、主に短期借入金

が806百万円増加したこと等が要因であります。 

 固定負債は、1,796百万円で前連結会計年度末に比べ91百万円（5.4％）増加しました。これは、主に賃貸借契約解

約損失引当金120百万円増加したこと等が要因であります。 

〔純資産の状況〕 

 当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ83百万円（0.5％）減少し、17,280百万円となりました。こ

れは、少数株主持分が54百万円、利益剰余金が30百万円減少したこと等が主な要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,732百万円となりまし

た。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

  営業活動の結果、使用した資金は272百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益387百万円、仕入債

務の増加196百万円などによる資金の増加がありましたが、賞与引当金の減少573百万円、法人税等の支払384百万円

などによる資金の減少が主な要因です。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

  投資活動の結果、使用した資金は16百万円に留まりました。  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

  財務活動の結果、得られた資金は546百万円となりました。これは主に短期借入金の増加806百万円によるもので

す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね計画通り推移しておりますが、当社は、平成20年７月22日発表の

「業務提携および株式譲渡の検討開始に向けた基本合意のお知らせ」の通り、株式会社スズケンに当社の連結子会社

である株式会社ファーコス（調剤薬局事業）の株式譲渡の検討を開始しております。その結果次第では、業績への影

響があることから、株式譲渡（子会社の異動）等を正式に決定した時点であらためてお知らせいたします。 

 したがって、現時点では当連結会計年度の業績予想につきましては、平成20年５月９日発表のとおりといたしま

す。 
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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特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定した帳簿棚卸高によっております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．当社及び連結子会社において保有するたな卸資産については、従来、教材につき移動平均法による原価法、

商品につき売価還元法による原価法、貯蔵品につき最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響額はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,783,639 4,512,037

受取手形及び売掛金 8,431,300 8,229,355

有価証券 52,499 41,217

商品 1,030,953 795,559

貯蔵品 115,233 81,198

繰延税金資産 607,070 602,741

未収還付法人税等 265,403 363,060

その他 565,952 484,117

貸倒引当金 △12,786 △10,939

流動資産合計 15,839,265 15,098,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,351,965 3,271,268

土地 3,865,215 3,862,764

その他（純額） 423,820 438,768

有形固定資産合計 7,641,001 7,572,801

無形固定資産   

のれん 145,736 179,454

その他 291,609 302,551

無形固定資産合計 437,345 482,005

投資その他の資産   

投資有価証券 3,098,796 3,162,502

長期貸付金 287,386 296,615

敷金及び保証金 1,119,047 1,081,291

繰延税金資産 805,653 803,586

その他 654,498 653,635

貸倒引当金 △258,629 △258,629

投資その他の資産合計 5,706,752 5,739,002

固定資産合計 13,785,100 13,793,809

資産合計 29,624,365 28,892,158
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,865,202 1,668,869

短期借入金 2,206,171 1,399,670

1年内返済予定の長期借入金 269,000 286,500

未払金 3,889,607 3,917,474

未払法人税等 270,549 546,170

繰延税金負債 1,564 386

未払消費税等 555,930 447,153

未払費用 414,059 265,076

賞与引当金 359,051 932,494

役員賞与引当金 46,431 36,366

その他 669,754 323,182

流動負債合計 10,547,321 9,823,345

固定負債   

長期借入金 415,000 473,500

退職給付引当金 517,467 511,727

役員退職慰労引当金 350,026 343,954

賃貸借契約解約損失引当金 120,455 －

その他 393,363 375,589

固定負債合計 1,796,313 1,704,772

負債合計 12,343,635 11,528,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,184,413 6,184,413

資本剰余金 6,260,086 6,260,086

利益剰余金 6,241,692 6,272,226

自己株式 △1,292,379 △1,292,368

株主資本合計 17,393,813 17,424,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △263,302 △260,275

評価・換算差額等合計 △263,302 △260,275

新株予約権 29,066 24,597

少数株主持分 121,153 175,360

純資産合計 17,280,730 17,364,040

負債純資産合計 29,624,365 28,892,158
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（２）四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 17,799,175

売上原価 14,986,352

売上総利益 2,812,822

販売費及び一般管理費 2,373,651

営業利益 439,170

営業外収益  

受取利息 6,393

受取配当金 12,831

デリバティブ評価益 60,614

その他 9,261

営業外収益合計 89,101

営業外費用  

支払利息 13,727

有価証券売却損 2,997

持分法による投資損失 97

その他 1,877

営業外費用合計 18,699

経常利益 509,572

特別利益  

事業譲渡益 2,380

その他 1,011

特別利益合計 3,392

特別損失  

固定資産除却損 3,771

賃貸借契約解約損失引当金繰入額 120,455

その他 1,100

特別損失合計 125,327

税金等調整前四半期純利益 387,637

法人税等 243,940

少数株主損失（△） △7,351

四半期純利益 151,048
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 387,637

減価償却費 127,286

持分法による投資損益（△は益） 97

デリバティブ評価損益（△は益） △60,614

有価証券売却損益（△は益） 2,997

賞与引当金の増減額（△は減少） △573,443

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,065

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） 120,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,847

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,072

受取利息及び受取配当金 △19,225

支払利息 13,727

事業譲渡損益（△は益） △2,380

固定資産除却損 3,771

売上債権の増減額（△は増加） △201,944

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,961

仕入債務の増減額（△は減少） 196,332

その他 363,804

小計 109,265

利息及び配当金の受取額 18,548

利息の支払額 △15,008

法人税等の支払額 △384,835

営業活動によるキャッシュ・フロー △272,029

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △390,525

有価証券の売却による収入 558,380

有形固定資産の取得による支出 △109,707

無形固定資産の取得による支出 △4,786

子会社株式の取得による支出 △31,050

その他 △38,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,657

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（△は減少） 806,501

長期借入金の返済による支出 △76,000

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △152,872

少数株主への配当金の支払額 △3,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26,989

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,241

現金及び現金同等物の期首残高 4,473,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,732,139
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は役務・商品の市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務及び商品の名称 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
医療関連受
託事業 
（千円） 

教育事業 
（千円） 

調剤薬局事
業 
（千円） 

福祉事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                

(1）
外部顧客に対する売

上高 
12,358,926 435,139 3,834,163 1,097,670 73,274 17,799,175 － 17,799,175 

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,208 107 0 － 2,116 7,433 (7,433) － 

計 12,364,135 435,246 3,834,164 1,097,670 75,391 17,806,608 (7,433) 17,799,175 

  営業利益（△損失） 491,835 △65,020 △21,261 14,647 18,670 438,870 299 439,170 

事業区分 主要品目 

医療関連 

受託事業 

医事業務受託（病院） 
受付業務、医事会計業務、診療報酬請求業務、診療情報管理業務、

医療統計業務等の受託 

医事業務派遣（病院・診療

所） 
上記業務に関する人材の派遣 

医事手数料（診療所） 医療・歯科診療報酬請求業務の代行、総括・点検業務の代行 

医事コンサルティング 医療機関に対するコンサルティング 

教育事業 
医療事務・ホームヘルパーに関する教育（通学・通信）、技能認定

等の業務 

調剤薬局事業 調剤薬局における調剤、医薬品の販売 

福祉事業 

訪問介護、通所介護、居宅介護支援、福祉用具の貸与・販売、認知

症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介

護、小規模多機能型居宅介護、保育事業 

その他事業 不動産賃貸収入、損保代理店業務、医療関連機器等の販売 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 16,986,603 

Ⅱ 売上原価 14,059,766 

売上総利益 2,926,836 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,294,522 

営業利益 632,313 

Ⅳ 営業外収益 99,730 

Ⅴ 営業外費用 38,499 

経常利益  693,545 

Ⅵ 特別利益 12,444 

Ⅶ 特別損失 178,420 

税金等調整前四半期純利益 527,570 

税金費用 274,244 

少数株主利益（控除） 19,815 

四半期純利益 233,510 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純
利益 527,570 

減価償却費 137,740 

賞与引当金の減少額 △498,851 

 たな卸資産の増加額 △192,272 

 その他 141,577 

小計 115,764 

 法人税等の支払額 △745,945 

 その他 39,318 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△590,863 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有価証券の取得による
支出 

△1,431,390 

有価証券売却による収
入 1,174,064 

 貸付けによる支出 △8,000 

 その他 △218,574 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△483,900 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

 短期借入金の純増額 1,314,841 

 配当金の支払額 △192,388 

 その他 △126,330 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 996,122 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

△78,640 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 4,802,260 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四
半期末残高 4,723,619 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

科目 

医療関連 

受託事業 

（千円） 

教育事業 

（千円） 

調剤薬局 

事業 

（千円） 

福祉事業 

（千円） 

その他 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高                

（1）外部顧客に対する売

上高 
11,776,502 474,234 3,679,512 992,521 63,832 16,986,603 － 16,986,603 

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高  
11,047 3,089 － － 2,091 16,228 (16,228) － 

計  11,787,549 477,323 3,679,512 992,521 65,924 17,002,831 (16,228) 16,986,603 

営業利益（△損失） 664,041 △72,653 84,694 △66,305 22,173 631,950 363 632,313 
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