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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 3,142 6.4 105 11.4 123 13.1 88 69.6
20年3月期第1四半期 2,952 1.0 94 69.1 109 55.1 52 78.0

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 21.02 0.00
20年3月期第1四半期 12.39 0.00

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 6,727 3,931 58.4 933.38
20年3月期 6,499 3,883 59.8 921.82

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,931百万円 20年3月期  3,883百万円

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 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 10.00 10.00

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 5,903 0.0 82 △54.8 104 △48.7 46 △38.6 10.95
通期 11,788 △1.7 208 △20.2 241 △21.1 107 0.8 25.53

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については3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覧く
ださい。 
2.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  4,126,000株 20年3月期  4,126,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,153株 20年3月期  3,360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  4,211,986株 20年3月期第1四半期  4,214,240株



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わが国の経済は、原燃料高が重くのしかかっているなかで、

企業の収益力は低下傾向となりました。 

また、家計においても同様に光熱費や生活必需品の値上げにより、消費支出を抑える動きが顕著

になってまいりました。 

当社グループが拠点を置く北海道におきましては、主要産業である酪農畜産、農水産業において

は、燃料や家畜用飼料の高騰の影響を受け、経営不振に留まらず廃業に追い込まれる例も散見され

るようになりました。 

このように厳しい北海道の経済環境の中で、医療業界におきましても、医療費抑制政策のもと、

再び診療報酬及び薬価基準の改定が実施されました。このような状況のもとで、当社グループは、

リスク管理の徹底と営業力強化を推し進めると共に経費全般にわたり削減に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高3,142百万円（前年同期比

6.4％増）、営業利益105百万円（同11.4％増）、経常利益123百万円（同13.1％増）、四半期期純

利益88百万円（同69.6％増）と増収増益になりました。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

（１）臨床検査事業 

臨床検査事業におきましては、診療報酬の改定がありましたが、新規顧客の獲得及び自動分析

器の更新によるコスト削減等により、売上高1,161百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益80百

万円（同26.1％増）と増収増益になりました。 

（２）調剤薬局事業 

調剤薬局事業におきましては、前期出店の３店舗及び今期出店の１店舗等により売上高は増加

しましたが、薬価改定等による仕入れ価格の上昇により、売上高1,959百万円（前年同期比8.3％

増）、営業利益105百万円（同14.8％減）と増収減益になりました。 

（３）その他の事業 

臨床検査システムのソフトウェア及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

21百万円（前年同期比349.8％増）、営業利益9百万円（前年同期は営業損失3百万円）と増収増

益になりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結財政状態 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、6,727百万円（前連結会計年度末6,499百万円）

となり、前連結会計年度末に比べ228百万円増加しました。 

流動資産の残高は、3,874百万円(同3,709百万円)となり、前連結会計年度末に比べ164百万円

増加しました。これは、現金及び預金（前連結会計年度末比200百万円減）が減少しましたが、

商品(同190百万円増)が増加したこと及び貸倒実績率の減少により貸倒引当金（同52百万円減）

の減少、並びにその他の仮払消費税を61百万円を計上したしたことが主な要因であります。 

固定資産の残高は、2,853百万円(前連結会計年度末2,789百万円)となり、前連結会計年度末に

比べ64百万円増加しました。これは、臨床検査事業の自動分析器の更新等により工具、器具及び

備品（純額）（前連結会計年度末比69百万円増）が増加したことが主な要因であります。 

当第１四半期末における負債合計は、2,796百万円（前連結会計年度末2,615百万円）となり、

前連結会計年度末に比べ180百万円増加しました。 

流動負債の残高は、2,312百万円(同2,096百万円)となり、前連結会計年度末に比べ216百万円

増加しました。これは、短期借入金（前連結会計年度末比396百万円減）が減少しましたが、支

払手形及び買掛金（同508百万円増）及び未払法人税等（同52百万円増）が増加したことが主な

要因であります。 

固定負債の残高は、483百万円(前連結会計年度末519百万円)となり、前連結会計年度末に比べ

35百万円減少しました。これは、長期借入金(前連結会計年度末比23百万円減)の返済が進み減少

したことが主な要因であります。 



当第１四半期末における純資産合計は、3,931百万円(前連結会計年度末3,883百万円)となり、

前連結会計年度末に比べ47百万円増加しました。これは、剰余金の配当が42百万円ありました

が、四半期純利益88百万円により利益剰余金（前連結会計年度末比46百万円増）が増加したこと

が主な要因であります。 

自己資本比率につきましては、総資産が増加したため、前連結会計年度末比1.4ポイント減少

し58.4％になりました。 

また、１株当たり純資産につきましては前連結会計年度末比11円56銭増加しました。 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期比244百

万円増加し、1,049百万円（前年同期比30.0％増）になりました。 

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あります。 

（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、前年同期に比べ72百万円増加し、371百万円（前年同期比

24.0％増）になりました。 

主な要因は、たな卸資産の増加189百万円（同68百万円増）、売上債権の増加額72百万円（同

19百万円増）及び貸倒引当金の減少額27百万円（同22百万円減）がありましたが、税金等調整前

四半期純利益159百万円（同59百万円増）の確保及び前年同期の法人税等の支払額139百万円（過

年度法人税等74百万円含）に対して、当第１四半期末は、法人税等の支払額67百万円、過年度の

法人税の還付額58百万円により、実質支払額8百万円（前年同期比131百万円減）によるものであ

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、前年同期に比べ174百万円増加し、114百万円（前年同期は59百万

円の収入）になりました。 

主な要因は、臨床検査事業の自動分析器の更新等の有形固定資産の取得106百万円（同82百万

円増）によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動における資金は、長期借入金の返済49百万円が進み、△54百万円（同11.0％減）とな

りました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、診療報酬及び薬価基準の改定により、売上高及び利益の減少を懸念して

おりましたが、臨床検査事業におきましては、新規顧客の獲得及び自動分析器の更新等によりコス

トの削減を図ることができました。一方、調剤薬局事業におきましては、４月１日新規出店による

売上増と調剤技術料が増加するなど堅調に推移いたしました。 

しかしながら今後は、経費の削減も限界にきており、諸物価や原材料費の値上り更には車両用、

暖房用燃料の高騰が続く場合、企業収益を圧迫することは必至であり、先行は極めて不透明である

と判断しております。 

従って、いましばらくの間原燃料価格の動向や政府の経済政策等を注視してゆく必要があり、第

１四半期での業績予想につきましては、据え置くことといたしました。 



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 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末において

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り算定しておりま

す。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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もり、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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号た

だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、主として移動平均法による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、主として移動平均法による原価法（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）により算出しております。この

変更に伴う損益に与える影響はありません。 



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 1,094,877 1,295,033

受取手形及び売掛金 2,086,450 2,050,089

商品 518,211 328,069

原材料及び貯蔵品 17,235 17,404

仕掛品 11,221 11,253

繰延税金資産 101,115 101,086

その他 176,392 90,311

貸倒引当金 △131,330 △183,370

流動資産合計 3,874,174 3,709,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,595,153 1,594,635

減価償却累計額 △948,185 △935,087

建物及び構築物（純額） 646,968 659,547

機械装置及び運搬具 74,271 74,271

減価償却累計額 △64,290 △63,278

機械装置及び運搬具（純額） 9,981 10,993

工具、器具及び備品 1,631,268 1,543,058

減価償却累計額 △1,287,523 △1,268,332

工具、器具及び備品（純額） 343,744 274,725

土地 841,095 841,095

建設仮勘定 3,675 －

有形固定資産合計 1,845,464 1,786,362

無形固定資産   

のれん 187 250

その他 79,461 83,565

無形固定資産合計 79,649 83,815

投資その他の資産   

投資有価証券 182,706 179,587

長期貸付金 44,177 8,218

長期前払費用 35,852 35,604

差入保証金 349,964 354,501

繰延税金資産 223,192 224,061

その他 283,087 283,151

貸倒引当金 △190,519 △166,170

投資その他の資産合計 928,460 918,954

固定資産合計 2,853,574 2,789,132

資産合計 6,727,748 6,499,010



（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 1,694,719 1,186,434

短期借入金 186,107 582,225

未払法人税等 52,582 －

未払金 131,703 130,336

賞与引当金 33,914 63,963

債務保証損失引当金 22,000 22,000

その他 191,799 111,342

流動負債合計 2,312,825 2,096,302

固定負債   

長期借入金 195,513 218,984

役員退職慰労引当金 29,063 43,736

退職給付引当金 255,597 253,521

その他 3,495 3,150

固定負債合計 483,668 519,391

負債合計 2,796,494 2,615,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 983,350 983,350

資本剰余金 1,015,270 1,015,270

利益剰余金 1,908,507 1,862,117

自己株式 △1,761 △1,448

株主資本合計 3,905,366 3,859,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,887 24,028

評価・換算差額等合計 25,887 24,028

純資産合計 3,931,254 3,883,316

負債純資産合計 6,727,748 6,499,010



（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 3,142,093

売上原価 2,184,961

売上総利益 957,132

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費 851,516

営業利益 105,615

営業外収益  

受取利息 668

受取配当金 2,329

受取賃貸料 15,391

その他 9,168

営業外収益合計 27,557

営業外費用  

支払利息 1,875

賃貸収入原価 7,471

その他 45

営業外費用合計 9,392

経常利益 123,780

特別利益  

貸倒引当金戻入額 27,225

前期損益修正益 11,445

特別利益合計 38,670

特別損失  

固定資産除却損 580

会員権評価損 154

役員退職慰労金 2,640

特別損失合計 3,375

税金等調整前四半期純利益 159,076

法人税等 70,560

四半期純利益 88,516



（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 159,076

減価償却費 53,353

のれん償却額 62

会員権評価損 154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,458

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,075

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,846

受取利息及び受取配当金 △2,998

支払利息 1,875

有形固定資産除却損 580

役員退職慰労金 2,640

売上債権の増減額（△は増加） △72,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,940

仕入債務の増減額（△は減少） 494,481

その他の資産・負債の増減額 △14,335

小計 378,885

利息及び配当金の受取額 2,989

利息の支払額 △1,987

法人税等の支払額 △67,104

法人税等の還付額 58,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,242

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △106,409

無形固定資産の取得による支出 △3,408

短期貸付金の増減額（△は増加） △9,000

長期貸付けによる支出 △300

長期貸付金の回収による収入 3,154

その他 1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,719

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △49,020

自己株式の取得による支出 △312

配当金の支払額 △4,844

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,345

現金及び現金同等物の期首残高 847,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,049,715



 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、改正後の「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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。 

（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、次のとおりであります。 

(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の販売 

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）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 

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）において、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。 

 
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） 

売上高及び営業利益             

(1）外部顧客に対する売上高 1,161,470 1,959,555 21,068 3,142,093 － 3,142,093 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － 178 178 (178) － 

計 1,161,470 1,959,555 21,246 3,142,272 (178) 3,142,093 

営業利益 80,518 105,297 9,600 195,416 (89,801) 105,615 



「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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 2,952 

Ⅱ 売上原価 1,999 

売上総利益 953 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 858 

営業利益 94 

Ⅳ 営業外収益 29 

Ⅴ 営業外費用 14 

経常利益 109 

Ⅵ 特別利益 4 

Ⅶ 特別損失 14 

税金等調整前四半期純利益 99 

法人税等 47 

四半期純利益 52 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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  99 

減価償却費  48 

売上債権の増加額 △53 

たな卸資産の増加額 △121 

仕入債務の増加額 505 

その他 △41 

小計 437 

利息及び配当金の受取額 3 

利息の支払額 △2 

法人税等の支払額 △139 

営業活動によるキャッシュ・フロー 298 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券償還による収入 19 

有形固定資産の取得による支出 △23 

有形固定資産の売却による収入 79 

短期貸付金の純減少額 △11 

その他 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー 59 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △56 

その他 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △60 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 297 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 507 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 805 



（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） 

 （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、次のとおりであります。 

(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の販売 

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）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）において、海外売上高がないた

め該当事項はありません。 

 
臨床検査事
業 
（百万円） 

調剤薬局事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業利益             

(1）外部顧客に対する売上高 1,139 1,809 4 2,952 － 2,952 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － 0 0 (0) － 

計 1,139 1,809 4 2,953 (0) 2,952 

営業利益又は営業損失（△） 63 123 △3 184 (89) 94 
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