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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 9,500 ― 353 ― 382 ― 196 ―
20年3月期第3四半期 9,052 1.8 284 137.5 307 111.3 128 122.1

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3四半期 46.74 ―
20年3月期第3四半期 30.51 ―

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 7,050 4,003 56.8 950.52
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3四半期  4,003百万円 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．上記の業績予想及び配当予想につきましては、平成20年11月６日に公表しました予想値から変更しておりません。 
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。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．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,211,825株 20年3月期第3四半期  4,213,659株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の深刻化による大幅な円高・ドル安、株式

市場の下落に起因する企業収益の悪化などから、雇用情勢を含め景気が悪化してまいりました。 

当社グループが拠点を置く北海道においても、建設業、製造業の低調が道内経済全体を悪化させているなか、企業

も厳しい経営を迫られ人員削減や廃業が相次いで出てきております。 

このような厳しい経済環境の中で、医療業界におきましても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事業全般にわたり

経費削減に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高9,500百万円（前年同期比5.0％増）、営業利

益353百万円（同24.4％増）、経常利益382百万円（同24.1％増）、四半期期純利益196百万円（同53.1％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、取引の効率化、原材料・消

耗品の見直し、加えて検査機器の更新によるコスト削減等により、売上高3,376百万円（同1.3％増）、営業利益

150百万円（同60.6％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２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

6,087百万円（同7.1％増）、営業利益509百万円（同13.5％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36百万円（同

5.2％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18百万円となりました。 

（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。 

  

（１）連結財政状態 

当第３四半期末における総資産は、7,050百万円（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551百万円増加しました。 

流動資産の残高は、4,338百万円（同3,709百万円）となり、前連結会計年度末に比べ628百万円増加しまし

た。これは、現金及び預金（同245百万円増）、商品（同232百万円増）の増加及び貸倒引当金（同58百万円減）

の減少が主な要因であります。 

固定資産の残高は、2,712百万円(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76百万円減

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64百万円増）の増加及び

長期貸付金（同33百万円増）の売掛金からの振替計上がありましたが、一方では、賃貸物件の売却による土地

（同52百万円減）の減少、株価低迷による投資有価証券（同89百万円）の減少及び貸倒引当金（同87百万円増）

の増加が主な要因であります。 

当第３四半期末における負債合計は、3,046百万円（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431百万円増加しました。 

流動負債の残高は、2,553百万円(同2,096百万円)となり、前連結会計年度末に比べ457百万円増加しました。

これは、短期借入金（同194百万円減）が減少ましたが、未払法人税等（前連結会計年度末比99百万円増）及び

支払手形及び買掛金（同511百万円増）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、493百万円(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26百万円減少し

ました。 

当第３四半期末における純資産合計は、4,003百万円(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119百万円増加しました。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196百万円によ

り利益剰余金（前連結会計年度末比154百万円増）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3.0ポイント減少し56.8％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28円70銭増加しました。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四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451百万円増

加し、1,298百万円になりました。 

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、625百万円になりました。 

主な要因は、たな卸資産の増加231百万円及び売上債権の増加123百万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518百万円、税金等調整前四半期純利益360百万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、92百万円になりました。 

主な要因は、前述の検査機器等の有形固定資産の取得198百万円がありましたが、一方では、前述の有形固定

資産の売却34百万円及び保険積立の解約等によるその他の増加75百万円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、81百万円になりました。 

主な要因は、配当金の支払額42百万円によるものであります。 

  

平成21年３月期の連結業績につきましては、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」に

おいて上方修正を行っております。 

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４

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、老朽化した検査機器等の資産及び事務用備品の買い替えも予定していることから前回発表を据え置くことといた

しました。 

  

該当事項はありません。 

  

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 

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３四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。  
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（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、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 1,540,408 1,295,033

受取手形及び売掛金 2,110,304 2,050,089

商品 560,465 328,069

原材料及び貯蔵品 22,331 17,404

仕掛品 5,780 11,253

繰延税金資産 101,321 101,086

その他 122,377 90,311

貸倒引当金 △124,902 △183,370

流動資産合計 4,338,087 3,709,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,622,676 1,594,635

減価償却累計額 △941,473 △935,087

建物及び構築物（純額） 681,203 659,547

機械装置及び運搬具 69,214 74,271

減価償却累計額 △61,609 △63,278

機械装置及び運搬具（純額） 7,604 10,993

工具、器具及び備品 1,644,544 1,543,058

減価償却累計額 △1,305,352 △1,268,332

工具、器具及び備品（純額） 339,191 274,725

土地 788,781 841,095

有形固定資産合計 1,816,782 1,786,362

無形固定資産   

のれん 62 250

その他 70,190 83,565

無形固定資産合計 70,253 83,815

投資その他の資産   

投資有価証券 126,127 179,587

長期貸付金 41,248 8,218

長期前払費用 27,010 35,604

差入保証金 342,262 354,501

繰延税金資産 240,511 224,061

その他 301,811 283,151

貸倒引当金 △253,855 △166,170

投資その他の資産合計 825,115 918,954

固定資産合計 2,712,151 2,789,132

資産合計 7,050,238 6,499,010
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（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 1,697,760 1,186,434

短期借入金 387,574 582,225

未払法人税等 99,854 －

未払金 151,023 130,336

賞与引当金 15,818 63,963

債務保証損失引当金 － 22,000

その他 201,741 111,342

流動負債合計 2,553,772 2,096,302

固定負債   

長期借入金 203,529 218,984

役員退職慰労引当金 33,346 43,736

退職給付引当金 253,526 253,521

その他 2,810 3,150

固定負債合計 493,212 519,391

負債合計 3,046,985 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 2,016,855 1,862,117

自己株式 △1,832 △1,448

株主資本合計 4,013,643 3,859,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,389 24,028

評価・換算差額等合計 △10,389 24,028

純資産合計 4,003,253 3,883,316

負債純資産合計 7,050,238 6,499,010
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（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 9,500,430

売上原価 6,458,119

売上総利益 3,042,310

販売費及び一般管理費 2,688,322

営業利益 353,988

営業外収益  

受取利息 3,039

受取配当金 2,779

受取賃貸料 32,476

その他 23,070

営業外収益合計 61,366

営業外費用  

支払利息 6,004

賃貸収入原価 21,178

投資事業組合運用損 1,521

その他 4,600

営業外費用合計 33,304

経常利益 382,050

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 3,071

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 32,721

税金等調整前四半期純利益 360,862

法人税等 163,998

四半期純利益 196,864

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

- 7 -



（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 360,862

減価償却費 173,455

減損損失 26,770

のれん償却額 187

投資その他の資産評価損 1,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,741

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,061

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △22,000

受取利息及び受取配当金 △5,818

支払利息 6,004

有形固定資産売却損益（△は益） △3

有形固定資産除却損 3,071

預り保証金の増減額（△は減少） △340

役員退職慰労金 2,640

売上債権の増減額（△は増加） △123,835

たな卸資産の増減額（△は増加） △231,849

仕入債務の増減額（△は減少） 518,804

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,883

その他の資産・負債の増減額 65,573

小計 771,744

利息及び配当金の受取額 4,371

利息の支払額 △5,965

債務保証履行による支払額 △51,913

法人税等の支払額 △148,834

法人税等の還付額 76,311

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 625,943

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 3,010

有形固定資産の取得による支出 △198,906

有形固定資産の売却による収入 34,443

無形固定資産の取得による支出 △6,331

短期貸付金の増減額（△は増加） △8,000

長期貸付けによる支出 △300

長期貸付金の回収による収入 6,083

その他 77,005

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,994

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 △139,052

自己株式の取得による支出 △383

配当金の支払額 △42,141

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 451,372

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 1,298,741
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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。 

  

 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 

  

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）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。 

  

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）において、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〕 

  
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  3,376,259  6,087,730  36,439  9,500,430  －  9,500,430

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  535  535 (535)  －

計  3,376,259  6,087,730  36,975  9,500,965     (535)  9,500,430

営業利益又は営業損失

（△） 
 150,649  509,261  △18,951  640,959  (286,970)  353,988

〔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 

 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等 

（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（平成19年４月１日～12月31日） 

   

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  9,052

Ⅱ 売上原価  6,129

売上総利益  2,923

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,638

営業利益  284

Ⅳ 営業外収益  71

Ⅴ 営業外費用  48

経常利益  307

Ⅵ 特別損失  58

税金等調整前四半期純利益  248

法人税等  120

四半期純利益  128
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（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（平成19年４月１日～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（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  248

減価償却費  157

売上債権の増加額  △34

たな卸資産の増加額  △206

仕入債務の増加額  649

その他  1

小計  817

利息及び配当金の受取額   6

利息の支払額  △6

法人税等の支払額  △229

営業活動によるキャッシュ・フロー  587

Ⅱ 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  △149

有形固定資産の売却による収入  79

無形固定資産の取得による支出  △33

その他  16

投資活動によるキャッシュ・フロー  △87

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入による収入  100

長期借入金の返済による支出  △169

その他  △42

財務活動によるキャッシュ・フロー  △112

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  388

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  895
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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．前年同四半期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263百万円で

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。 

  

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）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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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） 

売上高及び営業費用             

（1）外部顧客に対する売上

高 
 3,331  5,685  34  9,052  －  9,052

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  0  0 (0)  －

計  3,331  5,685  35  9,052     (0)  9,052

営業費用  3,237  5,237  29  8,504  263  8,767

営業利益  93  448  5  548     (263)  284

〔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）において、海外売上高がないた

め該当事項はありません。 
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 （重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当社は、平成21年１月26日開催の取締役会において、アクテック株式会社の全株式を取得し、子会社化すること

を決議し、同日付で高橋勇次氏（同社取締役会長）と株式の取得に係る「株式譲渡基本合意書」を締結いたしま

した。 

（１）目的 

グループ全体としての仕入量が増加することに伴う医療器具・医療機材等の物品仕入価格の抑制並びに両社

営業力の相乗効果により臨床検査事業と医療機器販売が一体となることで医療機関のニーズに対してグループ

内での一環した対応が可能となり、顧客満足度をより向上していくことを目指し強固な事業基盤の確立を図り

ます。また、グループの総務・経理部門の共通管理費を削減することができます。 
  

（２）株式の取得先 

氏名  高橋 勇次（アクテック株式会社取締役会長） 
  

（３）会社の名称、事業内容及び規模 

会社名称  アクテック株式会社 

事業内容 医療機器、理化学機器及び検査機器の販売並びに機器類の修理保守 

規模（平成20年３月31日現在) 

  売上高   1,644百万円 

  経常利益    4百万円 

  当期利益    4百万円 

  総資産   1,021百万円 

  純資産    147百万円 
  

（４）株式の取得時期 

平成２１年４月１日 株式譲渡契約締結予定日 

平成２１年４月１日 株券引渡予定日 
  

（５）取得株数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

異動前の所有株式       ０株（所有割合 ０％、議決権数 ０個） 

取得株式      ２０，０００株（取得価額 未定、議決権数 ２０，０００個） 

異動後の所有株式  ２０，０００株（所有割合 １００％、議決権数 ２０，０００個） 

株式取得価額につきましては、今後の資産査定等に基づき決定します。 

  

６．その他の情報 
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