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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 35,762 ― 1,209 ― 1,071 ― 545 ―
20年3月期第2四半期 34,198 6.1 1,434 105.7 1,443 78.8 506 ―

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2四半期 24.03 ―
20年3月期第2四半期 44.59 ―

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2四半期 25,486 17,421 68.2 766.15
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2四半期  17,389百万円 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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 64,810 ― 2,200 ― 2,000 ― 1,000 ― 44.06

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） 

※業績予想の適切な理由に関する説明、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11月４日付で平成21年３月期通期の業績予想の修正を発表いたしました。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。 
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」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  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2四半期  2,103,622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2四半期  22,697,806株 20年3月期第2四半期  11,365,388株



（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２四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２四半期  20年３月期 

 １株当たり四半期（当期）純利益   円 銭 22 29    －

 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    － 円 銭 756 20



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２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融市場の混乱、株価の大幅な下落、急激な円高の進

行、原油・原材料価格の高騰による物価上昇等の影響を受け、企業収益は減少しております。また、生活防衛意識の

高揚から個人消費も減退するなど、景気は後退局面を迎え、実体経済の悪化に対する警戒感が強まっております。 

 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。医療機関においては、病院経営の効率化、

情報の共有化など、経営体制の抜本的な見直しを迫られる大きな変革の時を迎えております。 

  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拡大等に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は35,762百万円

（前年同期比4.6％増）となりました。 

  一方、利益面につきましては、介護事業所の稼働率の更なる向上と全社における経費の削減等に努めましたが、

健康保険料率の引上げや薬価改定の影響等もあり、営業利益は1,209百万円（同15.6％減）、経常利益は1,071百万円

（同25.8％減）となりました。また、四半期純利益は、投資有価証券評価損を特別損失に計上いたしましたが、調剤

薬局事業を営む連結子会社の株式譲渡により、関係会社株式売却益を計上したことで545百万円（同7.6％増）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す。 

①医療関連受託事業 

  既存取引先への業務深耕による着実な受注拡大の推進を中心に、医療事務周辺業務への積極的な展開、及び業務

量の拡大に見合う人材の安定確保等に努めましたが、加入している健康組合の健康保険料率の引上げや賃金改定等

によって労務コストが上昇いたしました。 

 その結果、売上高は24,810百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は1,137百万円（同24.8％減）となりまし

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ますが、受講者の獲得に注力いたしました。

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の実施、継続した固

定費の削減、講座運営の効率化等に努めました。 

その結果、売上高は866百万円（同8.1％減）、営業損失は124百万円（前年同期営業損失143百万円）となりまし

た。 

  

③調剤薬局事業 

  ４店舗の新規出店と１店舗の退店を実施し、当第２四半期連結累計期間末で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て売上に寄与いたしました。また、薬剤仕入価格が無事に決定されたこともあ

り、利益面につきましても計画通り推移いたしました。  

その結果、売上高は7,723百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は130百万円（同11.6％減）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、福祉用具貸与・販売等を中心に利用者数が増加し、既存事業所

の稼働率が順調に推移いたしました。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2,224百万円（同8.8％増）、営業利益は23百万円（前年同期営業損失124百万円）となり、

営業黒字を達成いたしました。 

  

⑤その他事業 

 主に賃貸収入等により、売上高は137百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は41百万円（同5.1％増）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法」（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２四半期連結累計

期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間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。 



  

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２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,406百万円（11.8％）減少し、25,486百万円となりまし

た。 

 流動資産は、13,721百万円と前連結会計年度末に比べ1,377百万円（9.1％）の減少となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が2,092百万円、商品が795百万円減少した一方で、未収入金が1,702百万円増加したこと等が主

な要因であります。。 

 固定資産は、11,765百万円と前連結会計年度末に比べ2,028百万円（14.7％）の減少となりました。これは、主

に建物及び構築物が550百万円、敷金及び保証金が375百万円、投資有価証券が366百万円減少したこと等が要因で

あります。 

（負債の状況） 

 当第２四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ3,463百万円（30.0％）減少し、8,064百万円となりました。

 流動負債は、6,536百万円で前連結会計年度末に比べ3,286百万円（33.5％）減少しました。これは、主に支払手

形及び買掛金が1,668百万円、短期借入金が1,346百万円減少したこと等が要因であります。 

 固定負債は、1,527百万円で前連結会計年度末に比べ177百万円（10.4％）減少しました。これは、主に退職給付

引当金が138百万円減少したこと等が要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第２四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ57百万円（0.3％）増加し、17,421百万円となりました。

これは主に利益剰余金が363百万円増加した一方で、少数株主持分が175百万円、その他有価証券評価差額金が138

百万円減少したこと等が要因であります。 

  なお、当社は平成20年９月18日開催の取締役会における決議により、当社の93.51％出資（発行済株式総数の

82.44％）の連結子会社でありました株式会社ファーコスの発行済株式総数の45.42％を株式会社スズケンに譲渡い

たしました。当該譲渡により、株式会社ファーコス及び同社の100％子会社である有限会社たちばな調剤薬局、有

限会社杏友、株式会社白河調剤薬局４社を連結の範囲から除外しております。４社の前連結会計年度末の総資産は

6,116百万円、負債は4,276百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、4,890百万円となりまし

た。 

 当第２四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、得られた資金は903百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,519百万円、法人

税等の還付額363百万円、有価証券評価損の増加261百万円、減価償却費258百万円によるもので、関係会社株式売

却益913百万円、法人税等の支払額482百万円等により一部相殺されております。 

  

（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212百万円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出473百万円、有価証券の取得による支出458百万円、有形固定資産の取得による支出128百万円によるも

ので、有価証券の売却による収入908百万円により一部相殺されております。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は273百万円となりました。これは主に配当金の支払額182百万円、長期借入金の

返済による支出152百万円によるものです。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間における業績の推移や市場環境の動向等を勘案し、平成20年11月４日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」の通り、平成20年５月９日公表の通期の連結業績予想を修正いたしております。 

  



  

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）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２四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、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、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額はありません。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、当社において採算の悪化した事業に係わる不動産賃貸借契約を解約した場

合に備え、当該物件の解約に伴い発生する解約違約金等の見積額を計上しております。 

この結果、従来と比較して賃貸借契約解約損失引当金繰入額を191百万円新たに計上したことから、当第

２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,900,413 4,512,037

受取手形及び売掛金 6,136,360 8,229,355

有価証券 3,677 41,217

商品 － 795,559

貯蔵品 82,678 81,198

繰延税金資産 491,103 602,741

未収還付法人税等 － 363,060

未収入金 1,702,824 －

その他 415,162 484,117

貸倒引当金 △11,190 △10,939

流動資産合計 13,721,030 15,098,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,720,751 3,271,268

土地 3,662,114 3,862,764

その他（純額） 237,704 438,768

有形固定資産合計 6,620,571 7,572,801

無形固定資産   

のれん － 179,454

その他 250,980 302,551

無形固定資産合計 250,980 482,005

投資その他の資産   

投資有価証券 2,796,360 3,162,502

長期貸付金 102,975 296,615

破産更生債権等 183,604 －

敷金及び保証金 705,928 1,081,291

繰延税金資産 771,176 803,586

その他 540,867 653,635

貸倒引当金 △207,383 △258,629

投資その他の資産合計 4,893,530 5,739,002

固定資産合計 11,765,081 13,793,809

資産合計 25,486,111 28,892,158



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 12 1,668,869

短期借入金 52,672 1,399,670

1年内返済予定の長期借入金 234,000 286,500

未払金 3,507,096 3,917,474

未払法人税等 951,449 546,170

繰延税金負債 386 386

未払消費税等 415,041 447,153

未払費用 214,034 265,076

賞与引当金 807,469 932,494

役員賞与引当金 18,880 36,366

その他 335,515 323,182

流動負債合計 6,536,557 9,823,345

固定負債   

長期借入金 356,500 473,500

退職給付引当金 373,661 511,727

役員退職慰労引当金 293,700 343,954

賃貸借契約解約損失引当金 191,362 －

負ののれん 82,210 －

その他 230,248 375,589

固定負債合計 1,527,683 1,704,772

負債合計 8,064,241 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 6,636,096 6,272,226

自己株式 △1,292,403 △1,292,368

株主資本合計 17,788,192 17,424,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △398,297 △260,275

評価・換算差額等合計 △398,297 △260,275

新株予約権 31,975 24,597

少数株主持分 － 175,360

純資産合計 17,421,869 17,364,040

負債純資産合計 25,486,111 28,892,158



（２）四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 35,762,370

売上原価 29,848,232

売上総利益 5,914,137

販売費及び一般管理費 4,704,301

営業利益 1,209,835

営業外収益  

受取利息 16,277

受取配当金 16,774

持分法による投資利益 170

その他 28,736

営業外収益合計 61,959

営業外費用  

支払利息 27,686

有価証券売却損 79,274

デリバティブ評価損 86,333

その他 7,439

営業外費用合計 200,733

経常利益 1,071,062

特別利益  

事業譲渡益 2,380

関係会社株式売却益 913,990

その他 2,203

特別利益合計 918,574

特別損失  

固定資産除却損 13,939

投資有価証券評価損 261,613

賃貸借契約解約損失引当金繰入額 191,362

その他 3,022

特別損失合計 469,937

税金等調整前四半期純利益 1,519,699

法人税等 972,725

少数株主利益 1,522

四半期純利益 545,452



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,519,699

減価償却費 258,411

持分法による投資損益（△は益） △170

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 261,613

デリバティブ評価損益（△は益） 86,333

有価証券売却損益（△は益） 79,274

関係会社株式売却損益（△は益） △913,990

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,414

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,486

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） 191,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,851

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,451

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,035

受取利息及び受取配当金 △33,051

支払利息 27,686

事業譲渡損益（△は益） △2,380

固定資産除却損 13,939

売上債権の増減額（△は増加） △36,702

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,395

仕入債務の増減額（△は減少） △110,650

未払金の増減額（△は減少） △173,061

その他 △89,214

小計 1,016,970

利息及び配当金の受取額 35,238

利息の支払額 △29,339

法人税等の支払額 △482,547

法人税等の還付額 363,060

営業活動によるキャッシュ・フロー 903,381

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 △458,580

有価証券の売却による収入 908,347

有形固定資産の取得による支出 △128,798

無形固定資産の取得による支出 △20,592

子会社株式の取得による支出 △31,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△473,622

その他 △8,682

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,979



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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） 128,002

長期借入金の返済による支出 △152,000

自己株式の取得による支出 △35

配当金の支払額 △182,043

子会社の自己株式の取得による支出 △12,000

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 △52,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 416,515

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 4,890,413



 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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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  

  
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 
 24,810,147  866,473  7,723,617  2,224,141  137,990  35,762,370  －  35,762,370

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 9,919  185  2  －  4,233  14,340 (14,340)  －

計  24,820,067  866,658  7,723,619  2,224,141  142,223  35,776,710 (14,340)  35,762,370

営業利益（△損失）  1,137,596  △124,068  130,779  23,277  41,670  1,209,254  580  1,209,835

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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 

 当第２四半期連結累計期間において、四半期純利益が545,452千円増加し、配当金の支払い181,582千円をした

ことにより、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金が363,869千円増加しました。この結果、当第２四

半期連結会計期間末において、利益剰余金が6,636,096千円となっております。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        34,198,415  100.0

Ⅱ 売上原価        28,214,619  82.5

売上総利益        5,983,795  17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        4,549,698  13.3

営業利益        1,434,096  4.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  83,708            

２．受取配当金  18,263            

３．有価証券売却益  73,973            

４．持分法による投資利益  4,396            

５. その他  26,428  206,770  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  32,332            

２．デリバティブ評価損  158,550            

３．その他  6,041  196,925  0.6

経常利益        1,443,941  4.2

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  17,612            

２．償却債券取立益  1,811            

３．役員退職保険解約収入  7,297            

４．賞与引当金戻入益  1,361            

５．退職給付引当金戻入益  1,046  29,129  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  69,317            

２．減損損失  149,993            

３．役員退職慰労引当金繰入額  61,370            

４．損害賠償金  11,670            

５．役員退職慰労金  16,829  309,179  0.9

税金等調整前中間純利益        1,163,891  3.4

法人税、住民税及び事業税  751,567            

法人税等調整額 △97,733  653,833  1.9

少数株主利益        3,301  0.0

中間純利益        506,755  1.5

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,163,891

減価償却費  288,120

持分法による投資利益 △4,396

デリバティブ評価損  158,550

有価証券売却益 △73,973

賞与引当金の増加額  72,651

貸倒引当金の減少額 △201,468

退職給付引当金の減少額 △964

役員退職慰労引当金の増
加額  72,249

受取利息及び受取配当金 △101,971

支払利息  32,332

固定資産除却損  69,317

減損損失  149,993

売上債権の増加額 △353,614

たな卸資産の増加額 △76,638

仕入債務の増加額  22,580

その他債権の増加額 △26,778

その他債務の増加額  34,538

小計  1,224,419

利息及び配当金の受取額  101,481

利息の支払額 △35,652

法人税等の支払額 △731,046

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  559,202

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 

△2,360,593

有価証券の売却による収
入  1,828,807

有形固定資産の取得によ
る支出 

△101,738

無形固定資産の取得によ
る支出 

△4,746

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出 

△218,690

連結子会社株式の追加取
得による支出 

△88,560

貸付けによる支出 △8,000

貸付金の回収による収入  177,422

その他の投資支出 △135,630

その他の投資回収による
収入  218,015

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△693,714



  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純減額 △71,374

長期借入金の返済による
支出 

△152,000

自己株式の取得による支
出 

△23,036

配当金の支払額 △226,472

少数株主への配当金の支
払額 

△11,805

ファイナンス・リース債
務の返済による支出 

△65,767

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△550,456

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 

△684,967

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  4,802,260

Ⅶ 連結除外による現金及び現
金同等物の減少額 

△5,640

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  4,111,652

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

  

  
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 
 23,702,823  942,911  7,370,919  2,044,321  137,439  34,198,415  －  34,198,415

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 20,425  6,346  －  －  4,472  31,243  (31,243)  －

計  23,723,249  949,257  7,370,919  2,044,321  141,911  34,229,659  (31,243)  34,198,415

営業費用  22,210,525  1,092,294  7,223,018  2,168,423  102,246  32,796,508  (32,189)  32,764,318

営業利益（△損失）  1,512,723  △143,036  147,901  △124,102  39,665  1,433,151  945  1,434,096

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９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。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  


	(株)日本医療事務センター（9652）　平成21年３月期　第２四半期決算短信: (株)日本医療事務センター（9652）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


