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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 15,458 ― 9 ― 41 ― △30 ―
20年3月期第2四半期 7,989 ― 41 ― 81 ― 41 ―

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 △2.50 ―
20年3月期第2四半期 3.37 ―

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 22,674 12,247 53.8 996.58
20年3月期 22,403 12,436 55.2 1,010.54

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,189百万円 20年3月期  12,360百万円

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 ― 11.00 11.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 11.00

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 35,000 41.9 800 △6.3 850 △5.7 450 2.5 36.79

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、3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、3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．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、当社が現時点で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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧下さい。 
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）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期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2四半期  12,979,200株 20年3月期  12,979,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  747,710株 20年3月期  747,650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  12,231,500株 20年3月期第2四半期  12,231,577株
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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２四半期連結累計期間における日本経済は、原油・資源価格の高止まり、米国でのサブプライムローン問題 

に端を発した世界的な金融不安に伴う円高・株安等を背景に、企業収益の減少基調とともに個人消費が後退するな 

ど景気は全体的に弱含み、先行きの懸念が一層高まる状況で推移いたしました。 

 医療機関及び医療設備を取り巻く環境は、総医療費抑制を目的とした、医療制度改革、改正建築基準法の影響に 

より、医療設備の受注、完成の遅延、医療設備製品の買い控えなどが見られ、厳しい状況が続いております。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、病院内機器が病院の予算削減の影響を受け減少したものの、診療材料等 

の販売代行・支援サービス及びメンテナンスの受託件数が順調に推移し、154億58百万円となりました。 

  損益の状況につきましては、厳しい市場変化に対処すべく、受注案件の原価管理・削減の徹底、販売管理費及び 

一般管理費の削減をはかりましたが、原材料価格の高騰等の影響を受け、営業利益は９百万円、経常利益は41百万 

円、四半期純損失30百万円となりました。 

 なお、通期に対して、当社グループの医療設備工事の売上高計上時期が、第４四半期連結会計期間に集中する特 

性から、第２四半期連結累計期間は、経費先行となり低水準の業績となっております。 

 品目別の状況は、次のとおりであります。 

（医療設備） 

 大型案件の完了による売上計上及び手術室等が伸張したことにより、売上高は、31億26百万円となりました。  

（病院内機器） 

 医療機関の備品購入の予算削減の影響を受け、診療材料・医薬品等の物品管理用システムキャビネット、注射薬 

用自動払出装置の消耗品等の販売が減少し、売上高は３億57百万円となりました。 

（受託業務） 

 前第２四半期連結累計期間には計上されていなかった、医療ガス供給設備のメンテナンスを事業とする株式会社 

ＡＭＣ、病院のアウトソーシング業務の管理業務を事業とする株式会社ヘルスケアリソースマネジメントが、当第 

２四半期連結累計期間に計上されました。 

 さらに、メンテナンスの新規契約及びそれに伴う設備修理等が増加したことで、売上高は、31億53百万円となり 

ました。 

（診療材料等） 

 前第２四半期連結累計期間には計上されていなかった、診療材料の販売を事業とする株式会社チェーンマネジメ 

ントが当第２四半期連結累計期間に計上されました。さらに、新規契約による販売が増加したことで売上高は、87 

億71百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産額につきましては、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加し、 

226億74百万円となりました。 

  資産の部は、売掛債権の回収期にあたり、受取手形及び売掛金の減少があったものの、グループ内資金の運用の 

ためグリーンホスピタルサプライ株式会社へ預け入れを行ったこと、工事に伴う仕掛品の増加があったことから、 

前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加いたしました。     

 負債の部は、前受金の増加があり、前連結会計年度末に比べ４億60百万円増加し、104億27百万円となりました。

 純資産の部は、四半期純損失の計上30百万円及び配当金の支払などにより、前連結会計年度末に比べ１億89百万 

円減少し、122億47百万円となりました。 

 （キャッシュ・フローについて）  

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 

１億68百万円減少し31億６百万円となりました。 

   当第２四半期連結累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とおりであります。 

   営業活動により得られた資金は、11億24百万円となりました。その主な理由は、たな卸資産の増加９億38百万 

 円、法人税の支払２億66百万円により資金の減少がありましたが、 売上債権の減少による資金の増加15億55百万 

 円、前受金の増加８億95百万円により資金が増加したことによるものであります。 
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  投資活動により減少した資金は、10億80百万円となりました。その主な理由は、グループ内資金の運用の為の支

 出10億円により資金が減少したものであります。 

   財務活動により減少した資金は、２億１百万円となりました。その主な理由は、配当金の支払１億34百万円、借

 入金の返済40百万円によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では平成20年10月30日に発表いたしました「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想

の修正に関するお知らせ」のとおり、通期の連結業績予想の数値変更はありません。 

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 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

（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 

   会計処理基準に関する事項の変更 

 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 たな卸資産 

   通常の販売目的で保有する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、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）により算定しております。 

   なお、これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

 ③ 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

  （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

   なお、これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

 ④ リース取引に関する会計基準の適用 

   「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日  

  企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年 

  １月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に

    適用し、所有権移転外ファイナンス・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

    理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

   また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

  によっております。 

   なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

   これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

  響は、軽微であります。 

 （４）追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

   当社及び国内連結子会社の機械装置につきましては、従来、耐用年数を９～12年としておりましたが、第

  １四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機として見直しを行い、８～９年に変更しております。 

   これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

  響は、軽微であります。 
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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 3,870,366 3,741,081

受取手形及び売掛金 6,552,957 8,129,252

有価証券 11 300,917

商品 769,193 673,073

製品 522,936 476,680

原材料 101,253 78,344

仕掛品 2,181,434 1,420,890

繰延税金資産 431,688 324,063

関係会社預け金 2,800,000 1,800,000

その他 836,977 828,864

貸倒引当金 △18,724 △10,006

流動資産合計 18,048,094 17,763,163

固定資産   

有形固定資産 3,312,925 3,350,653

無形固定資産   

のれん 100,980 113,602

その他 161,535 199,691

無形固定資産合計 262,515 313,293

投資その他の資産 1,051,235 976,633

固定資産合計 4,626,675 4,640,580

資産合計 22,674,770 22,403,743

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,707,234 6,877,732

短期借入金 296,940 300,200

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払金 285,888 357,359

未払法人税等 149,123 256,065

前受金 1,319,624 423,760

賞与引当金 213,571 227,657

工事損失引当金 5,000 5,000

その他 384,592 372,453

流動負債合計 9,411,973 8,870,227

固定負債   

社債 25,000 50,000

長期借入金 302,541 343,030

退職給付引当金 658,394 680,356

負ののれん 16,757 18,829

その他 13,043 4,826

固定負債合計 1,015,737 1,097,043

負債合計 10,427,710 9,967,270
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,707,000 1,707,000

資本剰余金 2,863,069 2,863,069

利益剰余金 8,025,556 8,190,637

自己株式 △402,627 △402,595

株主資本合計 12,192,998 12,358,112

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,820 17,368

為替換算調整勘定 △23,176 △14,994

評価・換算差額等合計 △3,356 2,374

少数株主持分 57,417 75,985

純資産合計 12,247,060 12,436,472

負債純資産合計 22,674,770 22,403,743
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（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 15,458,525

売上原価 13,581,934

売上総利益 1,876,590

販売費及び一般管理費 1,867,005

営業利益 9,585

営業外収益  

受取利息 16,918

受取配当金 6,298

受取賃貸料 9,944

負ののれん償却額 2,071

持分法による投資利益 9,173

その他 9,704

営業外収益合計 54,111

営業外費用  

支払利息 5,501

為替差損 16,361

その他 600

営業外費用合計 22,462

経常利益 41,234

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,250

商品譲渡益 11,610

その他 1,756

特別利益合計 14,616

特別損失  

固定資産除売却損 192

減損損失 2,416

訴訟和解金 40,982

業務委託契約解約損 6,989

特別損失合計 50,580

税金等調整前四半期純利益 5,271

法人税、住民税及び事業税 143,393

法人税等調整額 △102,617

法人税等合計 40,776

少数株主損失（△） △4,970

四半期純損失（△） △30,534
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,510,144

売上原価 7,395,520

売上総利益 1,114,624

販売費及び一般管理費 949,181

営業利益 165,443

営業外収益  

受取利息 10,309

受取配当金 835

受取賃貸料 4,866

負ののれん償却額 1,035

その他 3,578

営業外収益合計 20,627

営業外費用  

支払利息 2,878

持分法による投資損失 10,303

為替差損 19,286

その他 300

営業外費用合計 32,768

経常利益 153,301

特別利益  

商品譲渡益 11,610

その他 1,756

特別利益合計 13,366

特別損失  

減損損失 2,416

訴訟和解金 40,982

業務委託契約解約損 6,989

特別損失合計 50,388

税金等調整前四半期純利益 116,280

法人税、住民税及び事業税 65,135

法人税等調整額 3,992

法人税等合計 69,128

少数株主損失（△） △1,082

四半期純利益 48,234
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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 5,271

減価償却費 140,201

減損損失 2,416

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,143

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,266

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,085

受取利息及び受取配当金 △23,217

支払利息 5,501

売上債権の増減額（△は増加） 1,555,447

たな卸資産の増減額（△は増加） △938,966

仕入債務の増減額（△は減少） △152,428

前受金の増減額（△は減少） 895,863

信託受益権の増減額（△は増加） 94,308

その他の営業支出 △223,553

小計 1,368,636

利息及び配当金の受取額 27,265

利息の支払額 △5,558

法人税等の支払額 △266,047

法人税等の還付額 78

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,124,372

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △405,082

定期預金の払戻による収入 405,170

有形固定資産の取得による支出 △73,242

無形固定資産の取得による支出 △11,449

関係会社預け金による支出 △1,000,000

保険積立金の払戻による収入 15,081

その他 △11,437

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,080,959

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 △40,000

社債の償還による支出 △25,000

自己株式の取得による支出 △32

配当金の支払額 △134,547

少数株主への配当金の支払額 △1,508

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,087

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △168,907

現金及び現金同等物の期首残高 3,275,733

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,106,825
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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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 当連結グループは医療事業のみの単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報は作成しておりま

せん。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えて

いるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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。 
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「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   7,989,275 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,154,234 77.0 

売上総利益   1,835,040 23.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,793,499 22.5 

営業利益   41,540 0.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 6,882     

２．受取配当金 5,592     

３．受取賃借料 12,669     

４．持分法による投資利益 8,110     

５．その他 17,828 51,082 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 6,089     

２．支払賃借料 600     

３．為替差損 4,485     

４．その他 6 11,180 0.1 

経常利益   81,442 1.0 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 17,435     

２．製品改修損失補償金 11,570 29,006 0.4 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 140 140 0.0 

税金等調整前中間純利益   110,308 1.4 

法人税、住民税及び事業税 118,513     

法人税等調整額 △53,435 65,077 0.8 

少数株主利益   4,004 0.1 

中間純利益   41,225 0.5 
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（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 110,308 

減価償却費  119,605 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △16,930 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △15,812 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △35,423 

受取利息及び受取配当金  △12,474 

支払利息  6,089 

売上債権の増減額（増加：△）  736,336 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △816,363 

仕入債務の増減額（減少：△）  43,228 

前受金の増減額（減少：△）  535,516 

信託受益権の増減額（増加：△）  63,915 

その他  △224,746 

小計 493,248 

利息及び配当金の受取額  11,147 

利息の支払額  △6,123 

法人税等の支払額  △159,634 

法人税等の還付額   1,969 

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,606 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入  701,257 

有形固定資産の所得による支出  △18,307 

無形固定資産の取得による支出  △16,604 

関係会社預け金による支出  △1,000,000 

新規連結会社取得による支出  △151,502 

その他  △3,999 

投資活動によるキャッシュ・フロー △489,157 

Ⅲ 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（減少：△）  △39,980 

長期借入金の返済による支出  △40,000 

社債の償還による支出  △25,000 

自己株式の取得による支出  △47 

配当金の支払額  △122,316 

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,343 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,329 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

△382,224 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,051,842 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,669,618 
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