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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 6,245 ― 283 ― 304 ― 153 ―
20年3月期第2四半期 5,903 0.6 182 220.6 202 177.4 75 176.1

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 36.55 ―
20年3月期第2四半期 17.83 ―

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 6,528 3,976 60.9 944.25
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2四半期  3,976百万円 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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 12,311 2.6 385 47.6 418 36.7 203 90.8 48.32

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、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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．平成21年３月期の業績予想については、平成20年５月16日に公表しました予想値を修正しております。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】４．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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。 
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。 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準拠して作成しております。  

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  4,216,000株 20年3月期  4,216,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,353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2四半期  4,211,915株 20年3月期第2四半期  4,213,971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わが国の経済は、エネルギー・原材料等の高騰及び円高・ドル安、株式相場の

大幅な下落により、企業収益や家計に大きな打撃を蒙りました。その為、企業の設備投資や個人消費等が冷え込み、

景気の後退局面に入ってきました。 

 当社グループが拠点を置く北海道においても、建設需要の冷え込みが道内経済全体に大きな影響を与える中、燃料

等の諸物価上昇により、企業も家計も厳しい経営を迫られ、廃業するところも出てきております。 

 このような厳しい経済環境の中、医療業界におきましては、診療報酬及び薬価基準の改定が実施されました。 

 当社グループは、このような状況下、リスク管理を徹底し営業力強化を推し進めると共に、全社的に業務の見直し

やコスト削減に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高6,245百万円（前年同期比5.8％増）、営業利

益283百万円（同55.2％増）、経常利益304百万円（同50.1％増）、四半期期純利益153百万円（同104.9％増）となり

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取引の効率化、また原材

料・消耗品の見直し及び検査機器の更新によるコスト削減等により、売上高2,263百万円（同1.7％増）、営業利

益133百万円（同77.0％増）となりました。 

（２）調剤薬局事業 

調剤薬局事業におきましては、薬価基準の改定がありましたが、既存店舗が順調に推移したことに加えて、前

期出店の３店舗及び今期出店の１店舗等が売上高に寄与し、また、薬歴管理料等の技術料の増収により、売上高

3,953百万円（同8.0％増）、営業利益348百万円（同21.5％増）となりました。 

（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28百万円（同

69.2％増）となりましたが、株式会社ハルクの民事再生手続きの開始による貸倒引当金繰入額を計上したことに

より、営業損失16百万円となりました。 

（注）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。そのため、前年同期比につきまし

ては、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）連結財政状態 

当第２四半期末における総資産は、6,528百万円（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29百万円増加しました。 

流動資産の残高は、3,830百万円（同3,709百万円）となり、前連結会計年度末に比べ120百万円増加しまし

た。これは、商品（同81百万円増）の増加及び貸倒引当金（同57百万円減）の減少が主な要因であります。 

固定資産の残高は、2,698百万円(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90百万円減

少しました。これは、前述した検査機器等の工具、器具及び備品（前連結会計年度末比39百万円増）の増加及び

長期貸付金（同34百万円増）の売掛金からの振替計上がありましたが、一方では、減損損失の計上による土地

（同25百万円減）の減少及び貸倒引当金（同66百万円増）の増加がありました。 

当第２四半期末における負債合計は、2,551百万円（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64百万円減少しました。 

流動負債の残高は、2,017百万円(同2,096百万円)となり、前連結会計年度末に比べ78百万円減少しました。こ

れは、未払法人税等（前連結会計年度末比141百万円増）、支払手形及び買掛金（同121百万円増）及び賞与引当

金（同66百万円増）が増加しましたが、一方では、短期借入金（同390百万円減）が減少したことが主な要因で

あります。 

固定負債の残高は、534百万円(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14百万円増加し

ました。 

当第２四半期末における純資産合計は、3,976百万円(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93百万円増加しました。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153百万円によ

り利益剰余金（前連結会計年度末比111百万円増）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、前連結会計年度末比1.1ポイント増加し60.9％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22円43銭増加しました。 
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（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比393百万円増

加し、1,240百万円になりました。 

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、498百万円になりました。 

主な要因は、たな卸資産の増加80百万円及び売上債権の増加65百万円により資金減少となりましたが、一方で

は、仕入債務の増加105百万円、税金等調整前四半期純利益283百万円の確保及び前年同期に支払った過年度法人

税の還付76百万円があったこと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、66百万円になりました。 

主な要因は、前述の検査機器等の有形固定資産の取得135百万円があったこと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） 

財務活動で使用した資金は、38百万円になりました。 

主な要因は、配当金の支払額41百万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 

今後の見通しにつきましては、世界的な経済の減速による海外需要の低迷により、これまで国内景気を牽引してき

た輸出の落ち込みが顕著になり、経済環境が一段と厳しい状況にあります。 

このような状況下ではありますが、当社グループにおいては、臨床検査事業における営業活動及び調剤薬局店舗が

順調に推移していることから、第３四半期以降も売上高の増加を予想しておりますが、利益面につきましては、諸物

価の上昇に伴う経費の増加が予想されることから前回予想と同程度に推移する見込みであります。 

詳細につきましては平成20年11月６日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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２四半期連結累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。 
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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、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。 
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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 1,286,093 1,295,033

受取手形及び売掛金 2,049,815 2,050,089

商品 409,362 328,069

原材料及び貯蔵品 16,853 17,404

仕掛品 11,360 11,253

繰延税金資産 101,315 101,086

その他 81,422 90,311

貸倒引当金 △126,072 △183,370

流動資産合計 3,830,149 3,709,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,621,182 1,594,635

減価償却累計額 △961,918 △935,087

建物及び構築物（純額） 659,264 659,547

機械装置及び運搬具 69,214 74,271

減価償却累計額 △60,638 △63,278

機械装置及び運搬具（純額） 8,576 10,993

工具、器具及び備品 1,585,575 1,543,058

減価償却累計額 △1,271,544 △1,268,332

工具、器具及び備品（純額） 314,030 274,725

土地 815,781 841,095

建設仮勘定 3,675 －

有形固定資産合計 1,801,327 1,786,362

無形固定資産   

のれん 125 250

その他 72,881 83,565

無形固定資産合計 73,006 83,815

投資その他の資産   

投資有価証券 146,795 179,587

長期貸付金 42,430 8,218

長期前払費用 28,525 35,604

差入保証金 349,272 354,501

繰延税金資産 236,342 224,061

その他 253,191 283,151

貸倒引当金 △232,688 △166,170

投資その他の資産合計 823,870 918,954

固定資産合計 2,698,204 2,789,132

資産合計 6,528,353 6,499,010

札幌臨床検査センター株式会社　（9776）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（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 1,308,373 1,186,434

短期借入金 191,389 582,225

未払法人税等 141,972 －

未払金 80,730 130,336

賞与引当金 130,353 63,963

債務保証損失引当金 22,000 22,000

その他 142,579 111,342

流動負債合計 2,017,398 2,096,302

固定負債   

長期借入金 243,069 218,984

役員退職慰労引当金 31,204 43,736

退職給付引当金 256,980 253,521

その他 2,847 3,150

固定負債合計 534,101 519,391

負債合計 2,551,499 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 1,973,947 1,862,117

自己株式 △1,832 △1,448

株主資本合計 3,970,735 3,859,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,118 24,028

評価・換算差額等合計 6,118 24,028

純資産合計 3,976,853 3,883,316

負債純資産合計 6,528,353 6,499,010
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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 6,245,681

売上原価 4,222,345

売上総利益 2,023,336

販売費及び一般管理費 1,740,231

営業利益 283,104

営業外収益  

受取利息 1,145

受取配当金 2,329

受取賃貸料 24,305

その他 15,738

営業外収益合計 43,517

営業外費用  

支払利息 3,687

賃貸収入原価 14,041

その他 4,890

営業外費用合計 22,619

経常利益 304,003

特別利益  

前期損益修正益 11,445

固定資産売却益 88

特別利益合計 11,533

特別損失  

固定資産売却損 85

固定資産除却損 2,850

会員権評価損 154

役員退職慰労金 2,640

減損損失 26,770

特別損失合計 32,501

税金等調整前四半期純利益 283,035

法人税等 129,079

四半期純利益 153,956
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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 283,035

減価償却費 111,121

減損損失 26,770

のれん償却額 125

会員権評価損 1,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,599

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,458

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,064

受取利息及び受取配当金 △3,474

支払利息 3,687

有形固定資産売却損益（△は益） △3

有形固定資産除却損 2,850

預り保証金の増減額（△は減少） △303

役員退職慰労金 2,640

売上債権の増減額（△は増加） △65,350

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,848

仕入債務の増減額（△は減少） 105,983

未収消費税等の増減額（△は増加） 16,918

その他の資産・負債の増減額 21,389

小計 509,732

利息及び配当金の受取額 3,439

利息の支払額 △4,069

法人税等の支払額 △67,105

法人税等の還付額 76,246

役員退職慰労金の支払額 △19,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,471

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 1,217

有形固定資産の取得による支出 △135,565

有形固定資産の売却による収入 443

無形固定資産の取得による支出 △4,933

長期貸付けによる支出 △300

長期貸付金の回収による収入 4,901

その他 67,791

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,446

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △96,460

自己株式の取得による支出 △383

配当金の支払額 △41,898

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 393,283

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 1,240,653
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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。 

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 

〔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 

  

〔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）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。 

〔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）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 2,263,700 3,953,784 28,196 6,245,681 － 6,245,681 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － 357 357 (357) － 

計 2,263,700 3,953,784 28,553 6,246,038 (357) 6,245,681 

営業利益又は営業損失（△） 133,213 348,874 △16,096 465,991 (182,886) 283,104 
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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   5,903,046 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,974,710 67.3 

売上総利益   1,928,335 32.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,745,924 29.6 

営業利益   182,410 3.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,764     

２．受取配当金 2,993     

３．有価証券評価益 450     

４．賃貸収入 24,831     

５．雑収入 21,251 51,291 0.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 4,361     

２．賃貸収入原価 16,120     

３．投資事業組合損失 3,659     

４．雑損失 6,988 31,129 0.6 

経常利益   202,572 3.4 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産売却損 13,999     

２．固定資産除却損 906     

３．過年度役員退職慰労引当金繰入額 33,987     

４．減損損失 9,898 58,792 1.0 

税金等調整前中間純利益   143,780 2.4 

法人税、住民税及び事業税 154,367     

法人税等調整額 △85,727 68,639 1.1 

中間純利益   75,140 1.3 
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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 143,780 

減価償却費  100,865 

減損損失 9,898 

のれん償却額 125 

有価証券評価益 △450 

その他の固定資産評価益 3,659 

退職給付引当金の増加額 7,178 

役員退職慰労引当金の増加額 38,847 

賞与引当金の増加額 65,711 

貸倒引当金の増加額 31,504 

受取利息及び配当金 △4,758 

支払利息 4,361 

有形固定資産売却損 13,999 

有形固定資産除却損 906 

預り保証金の増加額 60 

売上債権の減少額 22,868 

たな卸資産の増加額 △21,390 

仕入債務の増加額 233,005 

長期前払消費税の減少額 479 

未収消費税の減少額 △5,428 

その他資産・負債の増減額 △15,852 

小計 629,372 

利息及び配当金の受領額 4,659 

利息の支払額 △4,583 

法人税等の支払額 △139,894 

営業活動によるキャッシュ・フロー 489,554 

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 19,159 

有価証券売却による収入 3,135 

有形固定資産の取得による支出 △89,148 

有形固定資産の売却による収入  79,405 

無形固定資産の取得による支出 △6,607 

無形固定資産の売却による収入 266 

長期貸付金の回収による収入 4,461 

その他の投資の増減額 △6,731 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,940 

 

札幌臨床検査センター株式会社　（9776）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 11 -



 
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   

長期借入れによる収入 100,000 

長期借入金の返済による支出 △110,528 

自己株式取得による支出 △462 

配当金の支払額 △41,870 

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,860 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 440,633 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 507,503 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 948,137 
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（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 

３．前中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

178,771千円であり、その主なものは、当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

〔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）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。 

〔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）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 
（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 2,226,914 3,659,470 16,660 5,903,046 － 5,903,046 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － 357 357 (357) － 

計 2,226,914 3,659,470 17,017 5,903,403 (357) 5,903,046 

営業費用 2,151,670 3,372,390 17,802 5,541,863 178,771 5,720,635 

営業利益又は営業損失（△） 75,244 287,079 △784 361,539 (179,128) 182,410 
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