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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年9月21日～平成21年3月20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9月期第2四半期 18,968 ― 597 ― 575 ― △51 ―
20年9月期第2四半期 18,059 6.7 407 △37.6 312 △49.7 25 △92.3

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9月期第2四半期 △4.26 ―
20年9月期第2四半期 2.05 ―

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9月期第2四半期 32,497 11,059 34.0 925.59
20年9月期 29,257 11,394 38.9 939.79

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  11,059百万円 20年9月期  11,394百万円

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9月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年9月期 ― 10.00
21年9月期 

（予想）
― 10.00 20.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20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 39,700 6.0 1,200 17.6 1,100 29.0 330 187.0 27.33
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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  

（注）詳細は、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。 

(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、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。 

(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、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．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。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 12,356,177株 20年9月期  12,356,177株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  407,287株 20年9月期  231,627株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 12,073,191株 20年9月期第2四半期 12,271,127株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機、中国など新興国の景気減速等か

ら、輸出の鈍化、設備投資の減退、個人消費の低迷などが顕著となり、企業業績の下振れ懸念とともに深刻な景気後

退局面にあります。 

 受託臨床検査市場及び調剤薬局市場においても、人口高齢化や医療の高度化に伴う医療費増大に対処するための医

療制度改革や企業間の競争激化など、厳しい市場環境が継続しております。 

 このような経営環境のもと、臨床検査事業につきましては、新規顧客の獲得による売上の拡大を図るとともに、不

採算取引の改善及び検査原価の低減などを進めることにより、収益力の向上に努めてまいりました。調剤薬局事業に

つきましては、既存店舗の原価管理を徹底して行うなど、収益力の向上に努めてまいりました。 

 これらの結果、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18,968百万円、営業利益597百万円、経

常利益575百万円となりましたが、株式市況の低迷により、投資有価証券評価損を計上したことで四半期純損失51百

万円となりました。 

  
 事業別の状況は次のとおりであります。 

 臨床検査事業につきましては、アレルギー検査等の販売促進項目の受託を強化するとともに、一般検査の拡販を行

った結果、受託検体数の伸びは堅調に推移しております。一方、設備の償却が進んだことによる減価償却費の低減、

加えて当第２四半期連結会計期間の原油価格の下落により、第１四半期連結会計期間において生じた容器等の消耗

品、検体集配にかかる費用等の増加を、当第２四半期連結会計期間において吸収いたしました。また、第１四半期末

より推進しておりました業務改革の取り組みが功を奏したことにより、当第２四半期連結会計期間において人件費の

伸び、そのほかコストの増加を抑えました。  

周辺事業につきましては、レセプト請求のオンライン化に向けて、日本医師会が推進する「日医標準レセプトソフ

ト（ＯＲＣＡ）」の導入支援・サポートサービスの実施、検査結果照会サービス「ＴＡＳＣＡＬ ｆｏｒ ＡＳＰ」及

び健診支援サービス「Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ ＴＡＳＣＡＬ」並びに診療所向け電子カルテシステム「＠ｈｏｍｅ Ｄ

r.」の拡販を進めました。この結果、臨床検査事業及び周辺事業の売上高は、12,685百万円、営業利益548百万円と

なりました。 

 調剤薬局事業につきましては、店舗のスクラップアンドビルドを推進した結果、当第２四半期連結累計期間におい

て１店舗開局、１店舗閉局いたしました。そのため当社グループが運営する調剤薬局等店舗総数は78店舗となりまし

た。既存店舗の経営の効率化を進めるとともに、売上拡大を図った結果、調剤薬局事業の売上高は、6,282百万円、

営業利益368百万円となりました。 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の財政状態につきましては、総資産32,497百万円（前連結会計年度末比3,240百万円増加）、負債

合計21,438百万円（前連結会計年度末比3,575百万円増加）、純資産合計11,059百万円（前連結会計年度末比334百万

円減少）となりました。主な増減内容は、資産では、借入金の増加に伴い現金及び預金が増加しております。またリ

ース会計基準の早期適用に伴い、リース資産が増加しております。負債では、短期借入金及びリース会計基準の早期

適用によるリース債務が増加しております。純資産につきましては、当四半期純損失の計上、配当金の支払いにより

減少しております。 

  
(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連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,721百万円増加し6,993百

万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは1,376百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

が75百万円、減価償却費941百万円、投資有価証券評価損436百万円、及び法人税等の支払額255百万円によるもので

あります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは1,008百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出423百万円及び投資有価証券の取得による支出513百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは2,353百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増減額2,510

百万円によるものであります。 

  

 平成21年９月期の業績予想につきましては、平成21年４月23日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  
  

① 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め 

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  
2) 減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定 

しております。 

  
3) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっており

ます。  

  
4) 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

  
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  
③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用ができることになったことに伴い、第１ 

四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これに

よる損益に与える影響はありません。 

  

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）

（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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月20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９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,036 4,312

受取手形及び売掛金 6,949 6,936

商品及び製品 498 444

仕掛品 91 185

原材料及び貯蔵品 331 312

その他 644 674

貸倒引当金 △66 △71

流動資産合計 15,484 12,795

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,761 8,740

減価償却累計額 △4,303 △4,163

建物及び構築物（純額） 4,458 4,576

土地 4,689 4,693

その他 8,948 7,712

減価償却累計額 △6,152 △5,672

その他（純額） 2,795 2,039

有形固定資産合計 11,944 11,309

無形固定資産   

のれん 446 485

その他 708 735

無形固定資産合計 1,155 1,221

投資その他の資産   

その他 4,066 4,092

貸倒引当金 △153 △161

投資その他の資産合計 3,913 3,930

固定資産合計 17,013 16,461

資産合計 32,497 29,257
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月20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９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,767 3,447

短期借入金 8,755 6,412

未払法人税等 272 284

引当金   

賞与引当金 466 451

その他の引当金 5 66

その他 2,545 2,611

流動負債合計 15,811 13,272

固定負債   

長期借入金 3,269 2,786

引当金   

退職給付引当金 1,115 1,078

役員退職慰労引当金 658 641

その他 582 84

固定負債合計 5,626 4,590

負債合計 21,438 17,862

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 3,363 3,363

利益剰余金 4,627 4,799

自己株式 △299 △173

株主資本合計 11,063 11,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 32

評価・換算差額等合計 △3 32

純資産合計 11,059 11,394

負債純資産合計 32,497 29,257
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

売上高 18,968

売上原価 13,082

売上総利益 5,885

販売費及び一般管理費 5,288

営業利益 597

営業外収益  

投資事業組合運用益 59

その他 38

営業外収益合計 97

営業外費用  

支払利息 61

その他 58

営業外費用合計 119

経常利益 575

特別利益  

賃借権譲渡益 12

貸倒引当金戻入額 5

その他 0

特別利益合計 18

特別損失  

投資有価証券評価損 436

減損損失 66

その他 15

特別損失合計 518

税金等調整前四半期純利益 75

法人税、住民税及び事業税 249

法人税等調整額 △122

法人税等合計 126

四半期純損失（△） △51
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３月20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 75

減価償却費 941

減損損失 66

のれん償却額 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53

賞与引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △13

支払利息 61

投資有価証券評価損益（△は益） 436

売上債権の増減額（△は増加） △25

たな卸資産の増減額（△は増加） 21

仕入債務の増減額（△は減少） 122

その他 △93

小計 1,683

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △62

法人税等の支払額 △255

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,376

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 △423

無形固定資産の取得による支出 △144

投資有価証券の取得による支出 △513

その他 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,008

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） 2,510

長期借入れによる収入 800

長期借入金の返済による支出 △483

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △225

配当金の支払額 △120

自己株式の取得による支出 △125

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,721

現金及び現金同等物の期首残高 4,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,993
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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。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

  

  
（注）事業区分の方法 

  事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

 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

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月21日 至平成21年３月20日）  

  
臨床検査事業
及び周辺事業 
（百万円） 

調剤薬局事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 12,685 6,282 18,968 － 18,968 

(2)セグメント間の内部売上高 － 0 0 (0) － 

  計 12,685 6,283 18,969  (0) 18,968 

 営業利益 548 368 917 (319) 597 

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査事業及び周辺事業 
 特殊臨床検査、一般臨床検査、食品衛生・環境検査、病院検査室の運営 

 電子カルテの販売 

 調剤薬局事業  調剤薬局の運営 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  

（２）（要約）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９月21日 
至 平成20年３月20日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  18,059

Ⅱ 売上原価  12,417

売上総利益  5,642

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,234

営業利益  407

Ⅳ 営業外収益  45

Ⅴ 営業外費用  140

経常利益  312

Ⅵ 特別利益  33

Ⅶ 特別損失  99

 税金等調整前中間純利益  246

 法人税等  221

 中間純利益  25

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年３月20日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,386

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 304 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  74

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,873

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,947
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 前中間連結会計期間（自 平成19年９月21日 至 平成20年３月20日） 

  
（注）事業区分の方法 

  事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

（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
及び周辺事業 
（百万円） 

調剤薬局事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  12,290  5,768  18,059 －  18,059

(2)セグメント間の内部売上高  0 －  0 (0) － 

  計  12,291  5,768  18,059 (0)  18,059

 営業利益  354  385  739 (331)  407

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査事業及び周辺事業 
 特殊臨床検査、一般臨床検査、食品衛生・環境検査、病院検査室の運営 

 電子カルテの販売 

 調剤薬局事業  調剤薬局の運営 
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