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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 49,978 ― 1,818 ― 1,199 ― 261 ―
20年3月期第3四半期 51,892 6.6 2,241 77.5 2,235 54.6 1,154 454.4

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3四半期 11.53 ―
20年3月期第3四半期 101.66 ―

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3四半期 25,455 17,166 67.3 767.93
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3四半期  17,131百万円 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 △6.9 2,200 △24.8 1,560 △43.5 390 △71.9 17.48

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．当社は平成20年12月19日付をもって、自己株式（普通株式）を1,000,000株消却しております。 
３．平成21年１月15日付で平成21年３月期通期の業績予想の修正を発表しました。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。 
４．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。  

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3四半期  23,801,378株 20年3月期  12,400,689株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,493,026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3四半期  22,650,142株 20年3月期第3四半期  11,357,895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３四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３四半期  20年３月期 

 １株当たり四半期（当期）純利益   円 銭 50 83    －

 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



 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的規模の金融危機が実体経済を虫食み始め、景気は急速に

悪化し、更に下振れる懸念が強くなっております。また、急激な円高の進行、株式市場の大幅な変動、個人消費の低

迷等により企業収益は圧迫され、雇用情勢は急速に悪化するなど、今後の不透明感が一層強まっております。    

 当社の主たる事業領域である医療・福祉関連業界は、中長期にわたる構造的な見直しをも含む行政主導の改革断行

により、依然として厳しい経営環境にあります。医療機関においては、医師不足や地方自治体の慢性的な財政難等の

極めて厳しい現実に直面しながらも、病院経営の効率化、地域医療連携の確立等に向けた諸問題への具体的かつ速や

かな対応が求められております。 

 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、教育事業における受講者数の拡大、福祉事業における利用者数の拡大等に努めました。一方、当社は、調剤

薬局事業を営んでおります株式会社ファーコスの株式の一部を株式会社スズケンに譲渡したため、当第３四半期連結

会計期間より、調剤薬局事業が当社の連結業績から除外されております。この結果、当第３四半期連結累計期間の売

上高は49,978百万円（前年同期比3.7％減）となりました。 

 利益面につきましては、教育事業における固定費をはじめとする経費の削減、介護事業所の稼働率の維持と向上等

に努めましたが、健康保険料率の引上げによる法定福利費の増加等もあり、営業利益は1,818百万円（同18.8％減）

となりました。また、保有している投資有価証券の圧縮を目的に有価証券の売却を進め、営業外費用として有価証券

売却損等を計上したことにより、経常利益は1,199百万円（同46.3％減）となりました。四半期純利益は、関係会社

株式売却益を特別利益に、投資有価証券評価損を特別損失に計上し、261百万円（同77.4％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す。 

①医療関連受託事業 

  既存取引先に対する業務深耕による受注拡大や、ＤＰＣ業務等の医療事務周辺業務の受注への積極的な展開を図

るとともに、人材の確保及び定着化に注力しました。一方、加入している健康保険組合の保険料率の引上げによる

法定福利費の増加や賃金改定等によって労務コストが上昇しました。                     

  その結果、売上高は37,368百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は1,709百万円（同22.8％減）となりまし

た。 

  

②教育事業 

 雇用情勢の悪化を背景として、教育関連の市場環境に改善傾向が見られている中、当社は、医療事務講座をはじ

めとする受講者の獲得に精力的に取組みました。また、引続き不採算教室の閉鎖を実施し、固定費の削減を図りま

した。 

 その結果、売上高は1,293百万円（同1.6％減）、営業損失は142百万円（前年同期営業損失254百万円）となり、

赤字幅が縮小しました。 

  

③調剤薬局事業 

  当第３四半期連結会計期間より、調剤薬局事業は当社の連結業績から除外されているため、当第３四半期連結累

計期間の当該セグメントの売上及び営業利益は、第２四半期連結累計期間の計上分となっております。 

  その結果、売上高は7,723百万円（前年同期比32.5％減）、営業利益は130百万円（同62.8％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、通所介護等をはじめとする各サービスにおいて利用者の獲得並びに事業所

の稼働率の維持と向上に努め、業績が順調に推移しました。また、訪問介護事業所１ヵ所の統合を実施し、介護・

保育両事業において経費の削減等を図り、利益の改善に努めました。 

  その結果、売上高は3,395百万円（同8.7％増）、営業利益は65百万円（前年同期営業損失132百万円）となり、

黒字転換を実現しました。 

   

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 



⑤その他事業 

  主に賃貸収入等により、売上高は197百万円（前年同期比0.6%減）、営業利益は55百万円（同10.1％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３四半期連結

累計期間の「四半期連結損益計算書」と前第３四半期連結累計期間の「四半期連結損益計算書」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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,436百万円（11.9％）減少し、25,455百万

円となりました。 

 流動資産は、14,746百万円と前連結会計年度末に比べ351百万円（2.3％）の減少となりました。これは主に売掛

金が2,032百万円、商品が795百万円、未収還付法人税等が363百万円減少した一方で、現金及び預金が2,935百万円

増加したこと等が主な要因であります。 

 固定資産は、10,708百万円と前連結会計年度末に比べ3,085百万円（22.4％）の減少となりました。これは、主

に投資有価証券が1,073百万円、建物等の有形固定資産が1,015百万円、敷金及び保証金が397百万円減少したこと

等が要因であります。 

（負債の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ3,238百万円（28.1％）減少し、8,289百万円と

なりました。 

 流動負債は、6,987百万円で前連結会計年度末に比べ2,835万円（28.9％）減少しました。これは、主に短期借入

金が1,357百万円、買掛金が1,668百万円減少したこと等が要因であります。 

 固定負債は、1,301百万円で前連結会計年度末に比べ403百万円（23.7％）減少しました。これは、主に長期借入

金が293百万円、リース債務が156百万円減少したこと等が要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ197百万円（1.1％）減少し、17,166百万円と

なりました。 

  なお、第２四半期連結会計期間末において、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合計４社の資産及び負債を連結の範囲から除外しております

が、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３四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。）の残高は、7,437百万円とな

りました。 

   

（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1,832百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,083百万円、有

価証券評価損763百万円、未払金の増加額645百万円、有価証券売却損481百万円等によるもので、関係会社株式売

却益913百万円、賞与引当金の減少額642百万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、得られた資金は1,754百万円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売

却による収入1,228百万円、有価証券の売却による収入1,211百万円によるもので、有価証券の取得による支出503

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619百万円となりました。これは主に配当金の支払額290百万円、長期借入金の

返済による支出210百万円、自己株式の取得による支出150百万円によるものです。  

  



 通期連結業績予想につきましては、第３四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21年１月15日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の通りです。  

  

 該当事項はありません。 

   

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３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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３四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第２四半期連結累計期間において191百万

円新たに計上しております。これにより当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が191百万

円減少しております。その内、当第３四半期連結会計期間において28百万円が賃貸借契約解約損として実

現しております。 

   



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,447,354 4,512,037

受取手形及び売掛金 6,195,744 8,229,355

有価証券 3,600 41,217

商品 － 795,559

貯蔵品 80,402 81,198

繰延税金資産 491,110 602,741

未収還付法人税等 － 363,060

その他 540,369 484,117

貸倒引当金 △11,868 △10,939

流動資産合計 14,746,714 15,098,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,678,206 3,271,268

土地 3,662,114 3,862,764

その他（純額） 216,511 438,768

有形固定資産合計 6,556,832 7,572,801

無形固定資産   

のれん － 179,454

その他 245,473 302,551

無形固定資産合計 245,473 482,005

投資その他の資産   

投資有価証券 2,089,128 3,162,502

長期貸付金 38,337 296,615

破産更生債権等 262,504 －

敷金及び保証金 684,203 1,081,291

繰延税金資産 577,634 803,586

その他 541,045 653,635

貸倒引当金 △286,395 △258,629

投資その他の資産合計 3,906,458 5,739,002

固定資産合計 10,708,764 13,793,809

資産合計 25,455,479 28,892,158



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 41,673 1,399,670

1年内返済予定の長期借入金 352,000 286,500

未払金 4,353,658 3,917,474

未払法人税等 697,168 546,170

繰延税金負債 － 386

未払消費税等 598,323 447,153

未払費用 278,077 265,076

賞与引当金 132,752 932,494

役員賞与引当金 26,175 36,366

その他 508,066 323,182

流動負債合計 6,987,906 9,823,345

固定負債   

長期借入金 180,000 473,500

退職給付引当金 373,147 511,727

役員退職慰労引当金 295,275 343,954

賃貸借契約解約損失引当金 163,044 －

負ののれん 77,952 －

その他 212,092 375,589

固定負債合計 1,301,511 1,704,772

負債合計 8,289,418 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 5,650,400 6,272,226

自己株式 △863,817 △1,292,368

株主資本合計 17,231,082 17,424,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99,731 △260,275

評価・換算差額等合計 △99,731 △260,275

新株予約権 34,708 24,597

少数株主持分 － 175,360

純資産合計 17,166,060 17,364,040

負債純資産合計 25,455,479 28,892,158



（２）四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 49,978,529

売上原価 41,256,759

売上総利益 8,721,769

販売費及び一般管理費 6,902,891

営業利益 1,818,878

営業外収益  

受取利息 19,478

受取配当金 24,697

持分法による投資利益 43,759

その他 37,132

営業外収益合計 125,068

営業外費用  

支払利息 33,515

有価証券売却損 481,857

デリバティブ評価損 176,305

その他 52,328

営業外費用合計 744,006

経常利益 1,199,939

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 15,514

投資有価証券評価損 763,487

賃貸借契約解約損失引当金繰入額 163,040

賃貸借契約解約損 28,322

貸倒引当金繰入額 64,422

特別損失合計 1,034,786

税金等調整前四半期純利益 1,083,728

法人税等 820,997

少数株主利益 1,522

四半期純利益 261,208



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,083,728

減価償却費 339,316

持分法による投資損益（△は益） △43,759

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 763,487

デリバティブ評価損益（△は益） 176,305

有価証券売却損益（△は益） 481,857

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） △642,302

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,191

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） 163,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73,541

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,937

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,610

受取利息及び受取配当金 △44,176

支払利息 33,515

事業譲渡損益（△は益） △2,380

固定資産除却損 15,514

売上債権の増減額（△は増加） △96,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,119

仕入債務の増減額（△は減少） △110,650

未払金の増減額（△は減少） 645,551

その他 166,660

小計 2,001,412

利息及び配当金の受取額 45,919

利息の支払額 △35,291

法人税等の支払額 △542,813

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 1,832,287

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 △503,044

有価証券の売却による収入 1,211,071

有形固定資産の取得による支出 △129,382

無形固定資産の取得による支出 △35,712

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
収入

1,228,077

その他 14,731

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,754,690



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 117,003

長期借入金の返済による支出 △210,500

自己株式の取得による支出 △150,018

配当金の支払額 △290,279

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 △69,615

財務活動によるキャッシュ・フロー △619,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,967,867

現金及び現金同等物の期首残高 4,473,897

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,437,354



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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  

  
３．調剤薬局事業は、当第３四半期連結会計期間より当社の連結業績から除外されているため、上記第３四半期連

結累計期間の当該セグメントの売上及び営業利益は、第２四半期連結累計期間の計上分となっております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 37,368,059  1,293,620  7,723,617  3,395,437  197,794  49,978,529  －  49,978,529

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 11,919  185  2  －  4,233  16,340 (16,340)  －

計  37,379,979  1,293,805  7,723,619  3,395,437  202,027  49,994,869 (16,340)  49,978,529

営業利益（△損失）  1,709,824  △142,993  130,779  65,025  55,662  1,818,297  580  1,818,878

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・ホームヘルパー等に関する教育（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 不動産賃貸業務、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〕 

〔海外売上高〕 



（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年10月16日開催の取締役会決議において自己株式の取得及び消却について決議いたしました。

これにより、11月10日から12月８日にかけて389,400株の自己株式取得を実施し、自己株式が149,981千円増加し

ました。一方、12月19日付で1,000,000株の自己株式を消却したため、自己株式が578,570千円減少し、利益剰余

金も同額減少しております。また配当金の支払317,769千円をしたため、当第３四半期連結会計期間末におい

て、利益剰余金が5,650,400千円、自己株式の控除額が863,817千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）（要約）四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  

  

  
  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

 区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  51,892,749

Ⅱ 売上原価  42,795,672

売上総利益  9,097,076

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,855,877

営業利益  2,241,199

Ⅳ 営業外収益  344,951

Ⅴ 営業外費用  350,496

経常利益  2,235,654

Ⅵ 特別利益  318,583

Ⅶ 特別損失  341,908

税金等調整前四半期純利益  2,212,329

税金費用  1,045,527

少数株主利益（控除）  12,140

四半期純利益  1,154,661



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  2,212,329

減価償却費  423,622

賞与引当金の減少額 △652,903

貸倒引当金の減少額 △203,105

たな卸資産の増加額 △282,289

その他  676,623

小計  2,174,275

法人税等の支払額 △1,375,107

その他  130,053

営業活動によるキャッシュ・
フロー  929,222

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 △3,009,692

有価証券の売却による収入  2,531,170

貸付けによる支出 △15,000

その他 △358,255

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△851,777

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  997,626

配当金の支払額 △296,842

その他 △395,462

財務活動によるキャッシュ・
フロー  305,320

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増加額  382,764

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四半期
末残高  5,179,385



前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 35,809,327  1,314,880  11,447,175  3,122,410  198,954  51,892,749  －  51,892,749

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 32,048  360  －  －  6,548  38,957  (38,957)  －

計  35,841,376  1,315,241  11,447,175  3,122,410  205,503  51,931,707  (38,957)  51,892,749

営業利益（△損失）  2,215,646  △254,410  351,541  △132,536  50,563  2,230,804  10,394  2,241,199

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〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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