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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 34,078 38.1 815 △4.5 857 △4.9 405 △7.6
20年3月期 24,670 46.3 853 43.1 901 32.3 439 20.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 33.17 ― 3.3 3.8 2.4
20年3月期 35.90 ― 3.6 4.4 3.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  4百万円 20年3月期  3百万円

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 22,958 12,665 54.9 1,030.14
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  12,600百万円 20年3月期  12,360百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,628 △1,141 △274 3,482
20年3月期 825 △245 △342 3,275

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00 134 30.6 1.1
21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 122 30.2 1.0
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 16.00 16.00 31.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

16,000 3.5 20 108.6 40 △3.0 10 ― 0.82

通期 38,400 12.7 1,050 28.8 1,100 28.3 630 55.3 51.51
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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  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  747,770株 20年3月期  747,650株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,638 △15.8 102 △66.3 298 △21.3 174 31.0
20年3月期 10,262 △4.7 304 △24.8 378 △21.4 132 △61.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 14.23 ―
20年3月期 10.86 ―

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 15,180 10,969 72.3 896.86
20年3月期 15,441 10,943 70.9 894.69

（参考） 自己資本 21年3月期  10,969百万円 20年3月期  10,943百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提条件及びその他の関連する事項につきましては、4ペ
ージをご覧下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

3,900 13.7 △250 ― △160 ― △80 ― △6.54

通期 11,600 34.3 380 270.5 500 67.6 300 72.3 24.53
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

  ① 当連結会計年度の業績全般の概要 

    当連結会計年度における我が国経済は、サブプライムローン問題や、原油・原材料価格の高騰を背景とした世界

  経済の減速を受け、先行きの不透明感が強まりました。年後半には、米国の大手金融機関の破綻による国際金融市

  場の混乱が大きな影響を及ぼし、我が国においても、企業収益の悪化や設備投資・生産の減少が急速な勢いで進 

  み、景気が急速に落ち込みました。 

   医療機関および医療設備を取り巻く環境は、救急医療問題、地域医療の困窮、産科小児科医の不足などさまざま

  な課題に直面しております。また国公立病院の予算削減、改正建築基準法の影響による医療設備工事の計画、完成

  の遅延および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。 

    このような環境を受け、当社グループは、急性期病院を中心に効率的な病院運営を行う設備およびサービスの事

  業展開を図ってまいりました。医療設備、病院内機器は、病院の工事受注、完成延期ならびに予算削減の影響を受

  け減少したものの、医療設備保守点検の受託件数増加、それに伴う設備修理・改修等が伸張いたしました。また、

  病院内の物品管理受託業務および診療材料等の販売代行・支援サービスの受託件数も順調に推移し、売上高は、前

  連結会計年度から94億７百万円増加し、340億78百万円（前年同期比38.1％増）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の徹底、販売費および一般管理

  費の削減をはかりましたが、医療設備、病院内機器の売上減少に伴う売上総利益の減少を吸収するまでには至り 

  ませんでした。 

   その結果、営業利益は、前連結会計年度から38百万円減少し、８億15百万円（前年同期比4.5％減）、経常利益 

  は、前連結会計年度から44百万円減少し、８億57百万円（前年同期比4.9％減）、当期純利益は、前連結会計年度 

 から33百万円減少し、４億５百万円（前年同期比7.6％減）となりました。 

 

  品目別の状況は、次のとおりであります。 

 （医療設備） 

  国公立病院の入札不調、改正建築基準法等の影響により、医療設備工事の受注、完成の遅延が生じ、売上高は82

  億71百万円（前年同期比9.0％減）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、注射薬用自動払出装置の消耗品、院内感染防止機器、診療材料・

  医薬品等の物品管理用システムキャビネット等が減少し、売上高は７億３百万円（前年同期比53.2％減）となりま

  した。 

 （受託業務） 

  医療ガス供給設備の保守点検の件数が順調に増加し、それに伴う設備更新が伸張いたしました。また、病院経営

  効率化支援の需要増加により、大学病院などの物品管理受託業務件数、病院内のアウトソーシング業務管理サービ

  スが順調に推移し、売上高は65億９百万円（前年同期比22.4％増）となりました。  

  （診療材料等） 

  物品管理委託業務の契約先である大学病院、国公立病院などの購買業務代行・支援サービス件数が増加したこと

  で、売上高は184億74百万円（前年同期比116.2％増）となりました。 

 （その他） 

  サインシステムの販売が減少したことで、売上高は１億19百万円（前年同期比44.6％減）となりました。 

 

  当連結会計年度の受注高は、医療設備、病院内機器が減少したものの、医療設備保守受託件数、物品管理委託業

  務受託件数、購買業務代行・支援サービスならびに診療材料等の販売が増加したことで、72億61百万円増加し、 

  337億61百万円（前年同期比27.4％増）となり、当連結会計年度末の受注残高は、74億95百万円（前年同期比4.0％

  減）となりました。  
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  ② 次期の見通し 

    今後の見通しにつきましては、世界経済のさらなる減速や企業収益の悪化、失業率の上昇など、我が国の経済は

  当面厳しい状況が続くものと予想されます。 

   医療をとりまく環境につきましては、平成20年11月に発表されました社会保障国民会議の最終報告にあるよう 

  に、医療・介護の需要の増大に対する財源の確保を行うと同時に、救急医療問題、地域医療の困窮、産科小児科医

  の不足など不十分・非効率なサービスに対する取り組み、「選択と集中」の考え方に基づいた、病床機能の効率  

  化・高度化、地域における医療機能のネットワーク化への取り組み、医療・介護を通じた専門職種間の機能・役割

  分担の見直しと協働体性の構築および人的資源の計画的養成・確保に向けた取り組みなど、社会保障のあるべき姿

  に向けて、大きく動き出すことが予想されます。 

   このような環境変化を受け、当社グループはメディカルスタッフが直面する経営効率化の課題解決および患者サ

  ービス向上に関する支援を通して、より機能的でより安全な環境づくりとコンサルティングからサービス（人的・

  物的）の一体的提供による継続的経営支援を提供してまいります。 

   さらに、お客様への付加価値を高めるため、従業員が一体となり、専門性を高め、製品戦略を追求し「つくる⇒

  つける⇒売る⇒維持する」という事業プロセスの最適化を目指し、安定成長を図りたいと存じます。 

   また、ＳＨＩＰグループ中核の一員として、更なるシナジーを図り、メーカーとしての機能・役割を十分に発揮

 しながら、業績向上に邁進してまいります。 

   株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

  ③ 経営計画の進捗状況 

  平成20年５月22日に発表いたしました、３ヵ年経営計画（平成21年３月期から平成23年３月期）の進捗状況につ

  いてご報告いたします。なお、中期経営計画の骨子は次のとおりです。 

 ａ．大規模基幹病院を中心としたプロジェクト案件に対し、グループの総合力を活かした病院経営・治療環境づく

  りに関するソリューションを提案する。 

    患者様の命に直結する、設備、製品、サービスを提供させていただいているグループとして「売る責任・つく

  る責任・施工する責任・サービスの責任」の各々の役割を強化してまいります。当社グループ、部門の「チーム

  力」を重視したプロジェクト対応を行い、効率かつ安定した診療運営のためのソリューションを提案し、受注を

  獲得してまいります。 

 ｂ．原価管理精度の追求と工事のプロセス管理を徹底する。 

   病院建設を取り巻く環境は、今後も公共投資の縮減、一般競争入札制度の拡大、改正建築基準法などの影響に

  より、受注価格競争が激しさを増しております。これを受け、工事原価の管理を行い、収益を確保することが最

  重要課題であると考えております。ついては、受注前段階から社内関連部署および協力会社と先を見据えた、材

  料費、労務・外注費の対策を行うなど利益の確保を追求してまいります。 

 ｃ．市場を創造する新製品、ビジネスモデルを開発し、展開する。 

   医療ガス供給設備、手術室、集中治療室、中央材料部の領域でメーカーとして、設備および機器の開発を積極

  化させ、新製品を市場に出してまいります。また、ハード、サービスの融合をはかることを視点としたビジネス

  を展開し、高度治療領域のファシリティおよびサービスの分野で市場を創造してまいります。 

 ｄ．メーカーとして販売した設備、機器のメンテナンスサービスの充実をはかる。 

   平成21年３月期メンテナンス契約件数件1370件を平成23年３月期に1800件へ増加させます。また、医療ガス配

  管設備に留まらず、メーカーとして販売した設備、機器にメンテナンスサービス拡大することで、収益性の高い

  既存設備リニューアル、機器更新を積極的に推進いたします。 

 ｅ．包括的なアウトソーシングビジネスを着実に広げる。 

   院内の物品管理受託業務を基点にして、マネジメントアウトソーシングの幅を広げ、病院経営の効率化を実現

  してまいります。特に、物品管理受託業務の契約先である大学病院、国公立病院などの購買業務代行・支援サー

  ビスを拡大させ、安定的な収益基盤を確立させます。 

 ｆ．人材育成・教育を行い、従業員が仕事を通じて成長し、充実できる環境を構築する。 

  病院へソリューションを提供するプロとしての高いスキルの要請は、経営計画を達成するうえで欠かせないもの

  だと考えております。常に高い意識とスキルを維持しながら、仕事に取り組める環境を構築するため、人材育 

  成・教育に努めてまいります。 
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                                           （単位：百万円） 

   

(2）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

     当連結会計年度の財政状態は、以下のとおりであります。  

   当連結会計年度における総資産額につきましては、229億58百万円（前連結会計年度末224億3百万円）となり５ 

  億55百万円増加しました。 

 （流動資産） 

    当連結会計年度における流動資産の残高は、185億79百万円（前連結会計年度末177億63百万円）となり８億16百

  万円増加しました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少（８億79百万円）がありましたが、関係会社預け

  金の増加（10億円）、たな卸資産の増加（３億53百万円）および現金及び預金の増加（４億94百万円）によるもの

  であります。 

  （固定資産） 

    当連結会計年度における固定資産の残高は、43億79百万円（前連結会計年度末46億40百万円）となり２億61百万

  円減少しました。その主な要因は、有形固定資産の減少（１億41百万円）、無形固定資産の減少（76百万円）およ

  び投資その他の資産の減少（43百万円）によるものであります。 

  （流動負債） 

    当連結会計年度における流動負債の残高は、93億76百万円（前連結会計年度末88億70百万円）となり５億６百万

  円増加しました。その主な要因は、前受金の増加（５億66百万円）によるものであります。  

  （固定負債） 

    当連結会計年度における固定負債の残高は、９億17百万円（前連結会計年度末10億97百万円）となり１億80百万

  円減少しました。その主な要因は、長期借入金の返済による減少（80百万円）および社債の償還による減少（50百

  万円）によるものであります。 

  （純資産） 

    当連結会計年度における純資産の残高は、126億65百万円（前連結会計年度末124億36百万円）となり２億28百万

  円増加しました。その主な要因は、利益剰余金の増加（２億71百万円）によるものであります。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ２億６百万円増加

 し、当連結会計年度末には、34億82百万円となりました。当連結会計年度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。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動により得られた資金は、16億28百万円（前年同期比８億３百万円増加）となりました。その主な理由 

  は、法人税等の支払４億48百万円、たな卸産の増加３億78百万により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純

  利益８億12百万円の計上、売上債権の減少８億39百万円、前受金の増加５億66百万円および減価償却費２億94百万

  円により資金が増加したことによるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動により減少した資金は、11億41百万円（前年同期比８億95百万円増加）となりました。その主な理由 

  は、定期預金払戻による収入８億４百万円がありましたが、関係会社預け金による支出10億円、定期預金預入によ

  る支出８億54百万円および有形固定資産の取得による支出１億15百万円により資金が減少したことによるものであ

  ります。 

  

  平成21年３月期 平成22年３月期  平成23年３月期 

  （計画） （実績） （計画） （計画） 

 売上高   35,000 34,078 38,400 40,000 

 営業利益  800 815 1,050 1,250 

 経常利益   850 857 1,100 1,300 

 当期純利益 450 405 630 740 

 ＲＯＡ(％) 3.8 3.8 4.8 5.6 
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  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動により減少した資金は、２億74百万円（前年同期比67百万円減少）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、社債の償還50百万円および長期借入金の返済80百万円により資金が減少したことによる

   ものであります。 

（参考）キャッシュ・フローの関連指標の推移 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお 

      ります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社の利益配分に関する基本方針は、株主の皆様に対する安定的な配当の継続・維持とともに内部留保に努め、経

営の安定性と機動性を高めることを経営の重要課題と考えており、会社の経営成績及び財政状態ならびに今後の見通

し等を総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を行うことにしております。 

  配当方針といたしましては、配当性向（連結当期純利益に対し）30％を目標として設定しております。ただし、１

株あたり10円を下回らないことといたします。つきましては、この方針に沿って、当期の普通配当を１株当たり10円

と致したいと存じます。次期以降の配当についても基本的には記載の方針を継続する所存でございます。 

(4）事業等のリスク 

    当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがありま 

 す。 

  ① 経営成績の変動について 

 ａ．当社グループの主要な売上である医療設備は、国公立病院への売上比率が大きく、下期に売上高が集中する季節

   的変動があります。また、国公立病院の予算削減等が行われることで、価格競争が激化し、受注単価が下落するな

  どの影響をうけることが考えられます。 

 ｂ．総医療費抑制策による診療報酬及び薬価の改定が行われ、将来の病院設備投資の抑制などが経営成績に影響する

   ことが考えられます。 

 ｃ．当社製品に対して、より高度な安全性が求められております。これに対応するため、社内研修、マニュアル作成

  等コストの増加の影響が考えられます。 

 ｄ．医療設備工事等の施工に伴い、事故が生じた場合、顧客に対する安全性への信用が低下し、経営成績に多くの影

  響を与えることが考えられます。 

 ｅ．当社グループは取引先に対して、売掛金や受取手形の債権を有しております。取引先は分散しており、与信管理

  も十分に行っておりますが、取引先の資金繰りの悪化や倒産等により、債権が回収不能となる可能性があります。

  

② 重要な訴訟事件等の発生に関わるもの 

  該当事項はありません。 

    

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 64.6 61.5 64.1 55.2 54.9 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
40.4 50.9 38.6 28.7 18.7 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
734.5 502.2 54.0 90.1 36.8 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
13.5 12.1 114.9 66.4 159.7 
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２．企業集団の状況 

  当企業集団は、連結財務諸表提出会社（当社）及び関係会社（親会社、連結子会社８社及び持分法適用関連会社１

社）により構成されており、主な事業として、医療設備工事、保守点検、医療設備機器の製造販売、病院内物流管理受

託業務、医療施設コンサルティング業務を行っております。 

 なお、当企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。  

  （注）１．◎ 親 会 社         １社 

    ２．○ 連 結 子 会 社     ８社 

    ３．※ 関連会社で持分法適用会社  １社       

ユ   ー   ザ   ー 

 

○ ㈱エフエスユニ 

○ ㈱ＡＭＣ 

※ ㈱エフエスナゴヤ 
 
○ 韓国ユニ㈱ 

 

○ 韓国セントラル ㈱ 

 

○ 台湾優寧股ｲ分有限公司 

（販売会社） 

 

○ ㈱チェーンマネジメント 

（商事会社） 

 

◎ グリーンホスピタルサプライ㈱ 

部品供給 

○ ㈱ヘルスケア 
リソースマネジメント 

（物流管理受託会社） 

㈱ セ ン ト ラ ル ユ ニ 

(部品加工会社) 

加工部品 部品供給 製品販売 

設備工事 

コンサルティング 

製品販売 

商品販売 

（保守点検・補修会社） 

製品販売 

保守点検 

補修工事 

設備工事 

製品販売 

商品販売 

（製造販売会社）

製品販売 

設備工事 

商品販売 

製品販売 

商品販売 

（販売会社） （業務管理受託会社） 

物流管理 

商品販売 

物流管理 

商品販売 

物流管理 

製品販売 

 
○ ㈱エフエスユニマネジメント 

物流管理 

業務管理 

商品販売 

製品販売 

製品販売 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、医療環境のシステム構築、コンサルティング業務、機能性と効率性を追求したハード・ソフトウ

ェアおよびファシリティサービスの提供を通じて、よりよい医療・健康・福祉環境づくりに貢献しております。 

 近年、病院は安全性の向上、運営の効率化、質の向上を目指すとともに、収益を確保し、サービス業として生き残

るための変革が求められております。このような環境を踏まえ、当社グループは、急性期医療における治療環境づく

り、安全と安心の提供、業務効率化支援と機能性の追求とを通じて、病院の設備・運営のトータルソリューション企

業を目指しております。 

 また、企業の持つ社会性を強く意識し、透明性の高い企業活動に徹し、株主、顧客、社員及びその他の利害関係者

の信頼と期待に応えられるよう人と技術の総力を結集し、医療・健康・福祉の分野における「トータルソリューショ

ンプロバイダー」を目指し、真に豊かな社会の実現に尽力することを基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、ＲＯＡ（総資産経常利益率）５％を経営目標指標といたします。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  ① コア事業である医療設備事業(医療ガス供給システム、病室、集中治療室、手術室など）は、よりユーザーと

  の接触密度を上げ、高度な治療(急性期医療）を担う病院に向けて、安全と安心および効率的な治療環境づくり 

  を総合的に提案ができるトータルソリューション提供企業を目指します。 

 ② 大学病院の独立行政法人化、疾病や治療方法によって診療報酬を定額化する包括評価制度の導入など、経営効

  率化へ向けた病院の意識が高まる中で、医薬品・診療材料及び滅菌材料を適正に管理できる経営効率化サービス

  及び機器の販売に注力してまいります。 

 ③ グループの総合力を活かし単なる業務受託に留まらず、コンサルティングからサービス（人的・物的）までの

  一体的な提供を通じて、病院に対して継続的な経営支援を積極的に展開してまいります。 

  ④ 病院の安全に対するニーズに対応するため病院設備保守事業を強化し、保全予防を活かしたファシリティサー

  ビスを展開し、医療設備保守契約の件数の拡大に努めてまいります。 

 ⑤ 集中購買の推進と設計開発の連携を実行することで原価の低減を積極的に行い、厳しい受注競争に耐えうる、

  収益基盤の強化をはかります。 

(4）会社の対処すべき課題 

  当社グループは、めまぐるしく変わる医療環境ニーズに対応するため、グループ会社の相乗効果をはかり、着実に

施策を実行していく所存でございます。 

 ① 医療設備事業では、競合他社との競争による受注単価の引き下げなどに対応するため、資材調達、工事原価の

  引き下げなどに注力すると共に、コア事業である医療ガス供給設備、手術室設備、集中治療室ならびに病室設備

  などを、高度な治療を担う急性期病院に対し、積極的に営業展開をしてまいります。 

 ② 病院内機器では、注射薬自動払出装置、病院内の診療材料等を定数管理するためのシステムキャビネット、院

  内感染防止機器などの経営効率化機器の販売に注力してまいります。 

 ③ 物流管理受託業務では、病院経営効率化のために医薬品・診療材料など精度の高い運営管理の提案を積極的に

  行い、受託数の増加をはかります。 

 ④ 医療設備保守点検業務では、医療ガス供給設備および医療設備機器等の安全性、品質の向上をはかり、安心し

  てご利用いただけるために、保全予防を活かしたファシリティサービスを展開し、他社と差別化することで受託

  数確保をはかります。 

 ⑤ あらゆる部門での徹底したコストダウン、間接部門の効率化などにより経営体質の強化に全社一丸となり努力

  していく所存でございます。また、専門性を追求し、お客様により高い付加価値を提供するため、製品セグメン

  トを区切りとした事業部制を構築し、市場展開してまいります。 

 ⑥ グリーンホスピタルサプライ株式会社との経営統合により、同社の得意とするコンサルテーションを通じて、

  病院の経営層へのファシリティおよび病院経営の改善提案をより一層強化してまいります。 

 ⑦ 物づくりの原点に立ち返り、お客様へ納めさせていただいた製品の品質及びメンテナンスサービスの質を高め

  ることで、長年培ったセントラルユニブランドの価値の再構築をはかってまいります。 
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(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 

(6) その他、会社の経営上重要な事項  

 該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,741,081 ※1  4,235,264

受取手形及び売掛金 8,129,252 7,249,968

有価証券 300,917 58,402

たな卸資産 2,648,989 －

商品及び製品 － 1,168,175

仕掛品 － 1,785,691

原材料及び貯蔵品 － 48,442

繰延税金資産 324,063 263,912

関係会社預け金 1,800,000 2,800,000

未収消費税等 24,544 6,241

その他 804,320 973,803

貸倒引当金 △10,006 △10,236

流動資産合計 17,763,163 18,579,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,682,568 2,640,878

減価償却累計額 △1,459,393 △1,527,940

建物及び構築物（純額） 1,223,175 1,112,937

工具、器具及び備品 1,024,241 1,100,948

減価償却累計額 △717,365 △813,456

工具、器具及び備品（純額） 306,875 287,491

土地 1,808,588 1,787,350

その他 104,289 110,748

減価償却累計額 △92,275 △89,448

その他（純額） 12,013 21,300

有形固定資産合計 3,350,653 3,209,081

無形固定資産   

のれん 113,602 88,357

その他 199,691 148,292

無形固定資産合計 313,293 236,649

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  368,255 ※2  350,241

繰延税金資産 299,211 295,313

その他 310,651 289,061

貸倒引当金 △1,485 △1,111

投資その他の資産合計 976,633 933,505

固定資産合計 4,640,580 4,379,236

資産合計 22,403,743 22,958,903
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,877,732 6,941,433

短期借入金 ※1  300,200 ※1  287,040

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払金 357,359 234,783

未払法人税等 256,065 208,118

未払消費税等 41,619 74,306

前受金 423,760 990,117

賞与引当金 227,657 221,707

工事損失引当金 5,000 －

その他 330,833 369,296

流動負債合計 8,870,227 9,376,803

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 343,030 262,112

退職給付引当金 680,356 628,860

役員退職慰労引当金 1,666 1,666

負ののれん 18,829 14,686

その他 3,160 9,687

固定負債合計 1,097,043 917,012

負債合計 9,967,270 10,293,815

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 8,190,637 8,461,753

自己株式 △402,595 △402,652

株主資本合計 12,358,112 12,629,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,368 4,244

為替換算調整勘定 △14,994 △33,305

評価・換算差額等合計 2,374 △29,061

少数株主持分 75,985 64,978

純資産合計 12,436,472 12,665,087

負債純資産合計 22,403,743 22,958,903
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 24,670,891 34,078,048

売上原価 20,125,996 29,636,099

売上総利益 4,544,895 4,441,948

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,691,468 ※1, ※2  3,626,564

営業利益 853,426 815,383

営業外収益   

受取利息 21,525 33,956

受取配当金 6,432 7,138

受取賃貸料 23,773 19,635

負ののれん償却額 1,889 4,143

持分法による投資利益 3,350 4,853

その他 34,793 17,767

営業外収益合計 91,763 87,496

営業外費用   

支払利息 12,347 10,106

支払賃借料 1,200 1,200

為替差損 30,106 34,482

その他 6 1

営業外費用合計 43,660 45,790

経常利益 901,529 857,089

特別利益   

貸倒引当金戻入額 21,820 180

製品改修損失補償金受入益 ※3  11,570 －

商品販売撤退に伴う商品譲渡益 － ※4  11,610

製品改修戻入益 － ※5  6,282

その他  3,501

特別利益合計 33,390 21,575

特別損失   

固定資産除売却損 ※6  7,790 ※6  2,331

減損損失 － ※7  2,416

商品販売撤退損失 ※8  41,640 －

病院内機器システム再構築損失 ※9  64,074 －

製品改修損失 ※10  33,847 －

訴訟和解金 － ※11  50,002

業務委託契約解約損 － ※12  6,989

その他 14,080 4,855

特別損失合計 161,432 66,594

税金等調整前当期純利益 773,487 812,070

法人税、住民税及び事業税 338,140 320,329

法人税等調整額 △6,584 72,809

法人税等合計 331,555 393,139

少数株主利益 2,768 13,268

当期純利益 439,163 405,662

－ 12 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,707,000 1,707,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,707,000 1,707,000

資本剰余金   

前期末残高 2,863,065 2,863,069

当期変動額   

自己株式の処分 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 2,863,069 2,863,069

利益剰余金   

前期末残高 7,873,790 8,190,637

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 439,163 405,662

当期変動額合計 316,847 271,115

当期末残高 8,190,637 8,461,753

自己株式   

前期末残高 △402,543 △402,595

当期変動額   

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 21 －

当期変動額合計 △51 △57

当期末残高 △402,595 △402,652

株主資本合計   

前期末残高 12,041,312 12,358,112

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 439,163 405,662

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 26 －

当期変動額合計 316,799 271,058

当期末残高 12,358,112 12,629,170

－ 13 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 39,565 17,368

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,196 △13,124

当期変動額合計 △22,196 △13,124

当期末残高 17,368 4,244

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,232 △14,994

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,761 △18,311

当期変動額合計 △13,761 △18,311

当期末残高 △14,994 △33,305

評価・換算差額等合計   

前期末残高 38,332 2,374

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35,958 △31,435

当期変動額合計 △35,958 △31,435

当期末残高 2,374 △29,061

少数株主持分   

前期末残高 86,106 75,985

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,120 △11,007

当期変動額合計 △10,120 △11,007

当期末残高 75,985 64,978

純資産合計   

前期末残高 12,165,752 12,436,472

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 439,163 405,662

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 26 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46,079 △42,443

当期変動額合計 270,720 228,614

当期末残高 12,436,472 12,665,087

－ 14 －
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 773,487 812,070

減価償却費 266,832 294,182

減損損失 － 2,416

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,491 △143

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42,244 △44,557

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,111 △5,949

受取利息及び受取配当金 △27,957 △41,095

支払利息 12,347 10,106

売上債権の増減額（△は増加） △1,319,847 839,853

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,037 △378,230

仕入債務の増減額（△は減少） 1,690,590 99,579

前受金の増減額（△は減少） △99,045 566,357

信託受益権の増減額（△は増加） △128,170 38,910

その他 △46,654 △151,496

小計 1,057,772 2,042,003

利息及び配当金の受取額 26,273 44,724

利息の支払額 △12,436 △10,194

法人税等の支払額 △248,313 △448,370

法人税等の還付額 1,833 64

営業活動によるキャッシュ・フロー 825,129 1,628,227

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 △150,000 △854,224

定期預金の払戻による収入 1,900,904 804,297

有形固定資産の取得による支出 △42,705 △115,033

有形固定資産の売却による収入 － 34,190

無形固定資産の取得による支出 △23,474 △27,358

関係会社預け金による支出 △1,800,000 △1,000,000

新規連結会社取得による支出 ※2  △124,701 －

保険積立金の払戻による収入 － 29,298

その他 △5,404 △12,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △245,382 △1,141,015

－ 15 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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） △92,920 △7,040

長期借入金の返済による支出 △80,000 △80,000

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △47 △57

長期借入れによる収入 3,030 －

配当金の支払額 △122,316 △134,547

少数株主への配当金の支払額 － △1,508

リース債務の返済による支出 － △1,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △342,253 △274,484

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,601 △6,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,891 206,669

現金及び現金同等物の期首残高 3,051,842 ※1  3,275,733

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,275,733 ※1  3,482,403

－ 16 －
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継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    ８ 社 

  主要な連結子会社名は「２．企業集団の状況」に記

載しているため、省略しております。  

 平成19年８月31日付で、当社の子会社である株式会 

社エフエスユニマネジメントが株式会社チェーンマネ 

ジメントの全株式を取得し、完全子会社といたしまし 

た。これにより、従来、持分法が適用される関係会社 

であった株式会社チェーンマネジメントは、当連結会 

計年度より、当社の連結子会社となりました。  

 平成19年９月１日付で、株式会社ＡＭＣの全株式を 

取得し、完全子会社といたしました。これにより株式 

会社ＡＭＣは、当連結会計年度より当社の連結子会社 

となりました。  

 平成20年２月５日付で、当社の子会社である株式会 

社エフエスユニマネジメントが株式会社ヘルスケアリ 

ソースマネジメントの60％の株式を取得し、同社に対 

する持株比率が70％となりました。これにより株式会 

社ヘルスケアリソースマネジメントは、当連結会計年 

度より当社の連結子会社となりました。 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    ８ 社 

  主要な連結子会社名は「２．企業集団の状況」に記

載しているため、省略しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数    １社  

   株式会社エフエスナゴヤ 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数    １社  

       株式会社エフエスナゴヤ 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

       ……連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処 

理し、売却原価は移動平均法により算定）

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

商品 

  診療材料…総平均法による原価法 

  その他 …移動平均法による原価法 

（追加情報） 

 従来、重要性の乏しかった診療材料は、最終仕 

入原価法による原価法で処理しておりましたが、 

残高の増加に伴いその重要性が増したことから、 

当連結会計年度より総平均法による原価法で処理 

しております。 

  なお、この変更による影響額は軽微であります。

③ たな卸資産 

商品 

  診療材料…総平均法による原価法 

  その他 …移動平均法による原価法 
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前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

製品・仕掛品 

注文品…個別法による原価法 

標準品…移動平均法による原価法 

製品・仕掛品 

同左 

原材料 

移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

……定率法 

 なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物及び構築物         ８～47年 

工具器具及び備品        ２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に 

 伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以 

 降に取得した有形固定資産について、改正後の法 

 人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま 

 す。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調 

 整前当期純利益は、それぞれ5,949千円減少して 

 おります。 

（追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に 

 伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につ 

 いては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方 

 法の適用により取得価額の５％に到達した連結会 

 計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相 

 当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償 

 却し、減価償却費に含めて計上しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調 

 整前当期純利益は、それぞれ3,109千円減少して 

 おります。 

（追加情報） 

  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年～12年としておりま 

  したが、当連結会計年度より法人税法の改正を契 

  機とし見直しを行い、８～９年に変更しておりま 

  す。 

  これに伴う、当連結会計期間の営業利益、経常 

  利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は、

  軽微であります。 

② 無形固定資産 

……定額法 

 自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 ③      ──────   ③ リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 

 リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とす 

  る定額法を採用しております。      

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

③ 工事損失引当金 

         受注工事の損失に備えるため、損失の見込まれ 

る期末仕掛工事について損失見込額を計上してお 

ります。   

③ 工事損失引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年 

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額 

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度 

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内 

の一定の年数（10年）による定額法により按分し 

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処 

理することとしております。 

⑥ 退職給付引当金 

同左 

⑤ 役員退職引当金 

 当社は、平成11年７月１日付で役員退職金制度 

を廃止しております。 

 なお、役員退職引当金の既引当金残高は、各役 

員の退職時に、当該役員に対する引当額を支給 

し、取崩すこととしております。 

⑦ 役員退職引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算 

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相 

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理 

しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算 

日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費 

用も同様に連結決算日の直物為替相場により円貨に 

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調 

整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりま 

す。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 

(5）リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ 

るもの以外のファイナンス・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 

によっております。 

(5）      ──────  
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前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

         ヘッジ会計の要件を充たす金利スワップ取引に 

    ついては、特例処理を採用しております。 

         また、先物為替予約が付されている外貨建金銭 

       債務については振当処理を行っております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ａ.ヘッジ手段…金利スワップ 

       ヘッジ対象…借入金 

   ｂ.ヘッジ手段…先物為替予約 

         ヘッジ対象…輸入取引に伴う外貨建金銭債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

         金利スワップについては、取締役会で承認され 

    た資金調達計画に基づき、借入金の金利変動リス 

       クをヘッジすることを目的としております。  

     また、先物為替予約取引については、為替変動 

    リスクをヘッジし、外貨建金銭債務の支払いを確 

       定させることを目的としております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

     金利スワップ取引については、特例処理の要件 

      を充たしているため、有効性の判定を省略しており 

   ます。 

     また、先物為替予約取引については、ヘッジ対 

       象に対し同一通貨建てによる同一期日のものをそ 

       れぞれ振り当ているため、その後の為替相場の変 

       動による相関関係は確保されており、その判定を 

       もって有効性の判定に代えておりますので連結決 

    算日における有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式 

によっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんは、その効果の発現する期間

を個別に見積もり、償却期間を決定した上で均等償却

をすることにしています。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── １．会計処理基準に関する事項の変更 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、従

来、診療材料については総平均法による原価法、その

他については、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、当連結会計年度より「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日公表分）が適用されたことに伴い、診療

材料については総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）、その他については、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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ7,162千円減少しております。 

(2)「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 

 当連結会計年度より、「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

対応報告書第18号 平成18年５月17日）を適応し、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。 

(3)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）を当連結会計年度より適用し、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、残存価額を零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。 
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表示方法の変更 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          ──────   (連結貸借対照表)  

 「財務諸表等の用語、様式の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）が適用となることに伴い、前連結会計年度 

において、「たな卸資産」として掲載されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材 

料及び貯蔵品」に区分掲載しております。なお、前連結 

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」 

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,149,705 

千円、1,420,890千円、78,393千円であります。 

 (連結キャッシュ・フロー計算書)   (連結キャッシュ・フロー計算書)  

 投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産 

の売却による収入」及び「敷金の回収による収入」は、 

当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなった

ため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「有形固定資産の売却による収入」は1,574千円、「敷金 

の回収による収入」は7,930千円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産

の売却による収入」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲載しております。 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 10,100千円 現金及び預金 7,040千円 

   担保付債務は次のとおりであります。    担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 20,200千円 短期借入金 7,040千円 

※２．関連会社に係るものは次のとおりであります。 ※２．関連会社に係るものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 119,380千円 投資有価証券（株式） 123,112千円 

※３．当社の連結子会社である㈱エフエスユニマネジメン 

  トにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、 

  取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入 

  未実行残高は次のとおりであります。 

※３．当社の連結子会社である㈱エフエスユニマネジメン 

  トにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、 

  取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入 

  未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 300,000千円 

借入実行残高 200,000千円 

差引額 100,000千円 

当座貸越極度額 300,000千円 

借入実行残高 200,000千円 

差引額 100,000千円 

  ４．受取手形割引高          43,685千円   ４．       ──────  
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．主要な費目と金額は次のとおりであります。 ※１．主要な費目と金額は次のとおりであります。 

従業員給料手当 988,984千円 

賞与引当金繰入額 167,785 

退職給付費用 152,814 

貸倒引当金繰入額 2,838 

従業員給料手当 982,541千円 

賞与引当金繰入額 134,443 

退職給付費用 150,857 

貸倒引当金繰入額 773 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費   67,899千円 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費   76,361千円 

※３．製品改修損失補償金受入益 

   マニフォールド（医療用ガス供給装置の一部）の改

  修に伴う補償金であります。 

※３．        ────── 

   

※４．        ────── ※４．商品販売撤退に伴う商品譲渡益 

   医療材料の滅菌用包装袋(滅菌バック）の商品販売 

  からの撤退に伴う商品の譲渡益であります。 

※５．        ────── ※５．製品改修戻入益 

   感染防止機器（病院内機器）の改修の終了に伴い、

  引当額を全額取崩しております。 

※６．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま 

  す。 

※６．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま 

  す。 

   (1) 固定資産除却損            (1) 固定資産除却損         

建物 1,957千円 

工具器具及び備品 4,826千円 

車両運搬具 140千円 

機械 619千円 

計 7,544千円 

建物 145千円 

工具器具及び備品 2,077千円 

車両運搬具 74千円 

計 2,298千円 

   (2) 固定資産売却損         

工具器具及び備品 245千円 

計 245千円 

   (2) 固定資産売却損         

車両運搬具 33千円 

計 33千円 

※７．        ────── ※７．減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の 

  資産グループについて減損損失を計上しました。 

   当社グループは、減損会計の適用にあたり、事業 

  資産については管理会計上の事業区分別、本社・厚 

  生設備等の事業資産については共用資産として、ま 

  た、賃貸資産については個別の物件毎にグルーピン 

  グしております。 

   当連結会計年度において、賃貸資産のうち継続的 

  な地価の下落により、収益性が著しく低下した賃貸 

  資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減 

  少額を減損損失（2,416千円）として特別損失に計 

  上しました。その内訳は、建物1,278千円及び土地 

  1,137千円であります。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却 

  価額により測定しており、建物及び土地については 

  不動産鑑定評価額により評価しております。 

場所 用途 種類 

大阪府吹田市 賃貸資産 建物及び土地

※８．商品販売撤退損失 

   医療材料の滅菌用包装袋（滅菌バック）の商品販 

  売からの撤退による損失であります。 

※８．        ────── 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※９．病院内機器システム再構築損失 

   注射薬自動払出装置のシステム再構築に係る費用 

  であります。 

※９．        ────── 

※10．製品改修損失 

   感染防止機器（病院内機器）の改修費用でありま 

   す。 

※10．        ────── 

※11．        ────── ※11．訴訟和解金 

    注射薬自動払出装置のシステム再構築に係る和 

   解金及び弁護士費用等であります。 

※12．        ────── ※12．業務委託契約解約損 

    物品管理業務委託契約の解約による損失であり 

   ます。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加124株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

   普通株式の自己株式の株式数の減少 40株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 12,979,200 － － 12,979,200 

合計 12,979,200 － － 12,979,200 

自己株式        

普通株式 747,566 124 40 747,650 

合計 747,566 124 40 747,650 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 122,316 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 134,547 利益剰余金 11 平成20年３月31日 平成20年６月26日

－ 26 －

㈱セントラルユニ （7706） 平成21年3月期決算短信



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 12,979,200 － － 12,979,200 

合計 12,979,200 － － 12,979,200 

自己株式        

普通株式 747,650 120 － 747,770 

合計 747,650 120 － 747,770 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 134,547 11 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 122,314 利益剰余金 10 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

 に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

 に掲記されている科目の金額との関係 

    千円

現金及び預金勘定   3,741,081

有価証券勘定   300,917

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △766,265

現金及び現金同等物   3,275,733

    千円

現金及び預金勘定   4,235,264

有価証券勘定   58,402

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △811,264

現金及び現金同等物   3,482,403

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社 

 の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱チェーンマネジメント 

  を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の 

  内訳並びに㈱チェーンマネジメント株式の取得価額 

  と㈱チェーンマネジメント取得のための支出(純額） 

  との関係は次のとおりであります。 

※２． 

           ────── 

  株式の取得により新たに㈱ＡＭＣを連結したこと 

  に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱Ａ 

  ＭＣ株式の取得価額と㈱ＡＭＣ取得のための支出(純 

  額）との関係は次のとおりであります。 

  株式の取得により新たに㈱ヘルスケアリソースマ 

 ネジメントを連結したことに伴う連結開始時の資産 

 及び負債の内訳並びに㈱ヘルスケアリソースマネジ 

 メント株式の取得価額と㈱ヘルスケアリソースマネ 

 ジメント取得のための支出(純額）との関係は次のと 

 おりであります。 

    千円

流動資産   1,764,391
固定資産   38,388
負ののれん   △18,891

流動負債   △1,539,087

株式の取得価額   244,800
現金及び現金同等物   △154,941

差引：取得のための支出   89,858

    千円

流動資産   50,057
固定資産   2,002
のれん   126,225
流動負債   △46,298

株式の取得価額   131,986
現金及び現金同等物   △5,342

差引：取得のための支出   126,643

    千円

流動資産   295,409
固定資産   386
負ののれん   △1,827

流動負債   △282,746

少数株主持分   △4,215

株式の取得価額   7,008
現金及び現金同等物   △98,808

差引：取得のための支出   △91,800
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 （注）  未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額

法によっております。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。  

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 406,039 266,619 139,420 

その他（車両
運搬具） 9,996 4,895 5,101 

合計 416,035 271,514 144,521 

１年内 77,204千円 

１年超 67,316千円 

合計 144,521千円 

支払リース料 78,499千円 

減価償却費相当額 78,499千円 

  ① リース資産の内容 

   ａ．有形固定資産   

     業務用通信設備であります。 

   ｂ．無形固定資産 

     ソフトウェアであります。 

  ② リース資産の減価償却の方法 

     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

    「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償

    却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま 

    す。 

    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう 

 ち、リース取引開始日が、適用初年度開始前のリース 

 取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ 

 た会計処理によっており、その内容は次のとおりであ 

 ります。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高 

           が有形固定資産の期末残高等に占める割合が 

           低いため、支払利子込み法により算定してお 

           ります。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

   （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ 

           ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等 

           に占める割合が低いため、支払利子込み法に 

           より算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

４．減価償却費相当額の算定方法 

     リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額 

   法によっております。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。    

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 173,002 110,288 62,714 

合計 173,002 110,288 62,714 

１年内 30,191千円 

１年超 32,522千円 

合計 62,714千円 

支払リース料 74,033千円 

減価償却費相当額 74,033千円 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理の対象となるものはありま 

   せん。 

    なお、当該株式等の減損処理にあたっては、時価の下落率が30％以上の銘柄について、時価が著しく下落し 

   たと判断し、このうち、時価の下落率が30％以上50％未満の銘柄についてその回復可能性を検討しておりま 

   す。 

 また、時価が50％以上下落した銘柄については、合理的な反証がない限り、回復する見込みがないほど著し 

い下落があったものとみなして、減損処理を行うこととしております。 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 82,194 111,720 29,525 

(2）債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 82,194 111,720 29,525 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 1,068 832 △235 

(2）債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,068 832 △235 

合計 83,262 112,552 29,289 
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５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理の対象となるものはありま 

   せん。 

    なお、当該株式等の減損処理にあたっては、時価の下落率が30％以上の銘柄について、時価が著しく下落し 

   たと判断し、このうち、時価の下落率が30％以上50％未満の銘柄についてその回復可能性を検討しておりま 

   す。 

 また、時価が50％以上下落した銘柄については、合理的な反証がない限り、回復する見込みがないほど著し 

い下落があったものとみなして、減損処理を行うこととしております。 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券             

非上場株式 136,322 

マネー・マネジメント・ファンド 300,917 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 82,194 89,740 7,545 

(2）債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 82,194 89,740 7,545 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 1,454 1,066 △387 

(2）債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,454 1,066 △387 

合計 83,648 90,806 7,157 
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券             

非上場株式 136,322 

マネー・マネジメント・ファンド 58,402 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容 

     当社は、金利スワップ取引と先物為替予約取引を利 

  用しております。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

   当社は、投機目的のためのデリバティブ取引は、行 

  わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

   当社は、借入金利の将来の金利市場における利率変 

   動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行って 

   いるほか、通常の営業過程における輸入取引の為替変 

   動によるリスクを軽減するため、先物為替予約取引を 

   行なっております。 

   なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行 

   っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

       ヘッジ会計の要件を充たす金利スワップ取引につ 

   いては、特例処理を採用しております。また、先物 

     為替予約が付されている外貨建金銭債務については 

     振当処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ａ．ヘッジ手段…金利スワップ 

        ヘッジ対象…借入金  

     ｂ．ヘッジ手段…先物為替予約 

         ヘッジ対象…外貨建金銭債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

       金利スワップ取引については、取締役会で承認さ 

     れた資金調達計画に基づき、借入金の金利変動リス 

   クをヘッジすることを目的としております。また、 

     先物為替予約取引については、為替変動リスクをヘ 

     ッジし、外貨建金銭債務の支払いを確定させること 

     を目的としております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

     金利スワップ取引については、特例処理の要件を 

   充たしているため、有効性の判定を省略しておりま 

   す。また、先物為替予約取引については、ヘッジ対 

   象に対し同一通貨建てによる同一期日のものをそれ 

     ぞれ振り当ているため、その後の為替相場の変動に 

     よる相関関係は確保されており、その判定をもって 

     有効性の判定に代えておりますので、連結決算日に 

     おける有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

   当社が利用している金利スワップ取引については、 

  市場金利の変動によるリスクを有しております。ま  

  た、先物為替予約取引については、為替相場の変動に 

  よるリスクを有しております。 

   なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも 

  信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不 

   履行によるリスクはほとんどないと認識しておりま 

  す。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行、管理については、取引権 

限等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁 

担当者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 特記すべき事項はありません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左  

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

 当連結会計年度に係るデリバティブ取引については、

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありませ

ん。 

同左 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。 

 なお、一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「① 勤務費用」に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在） 

① 退職給付債務（千円） △2,234,156 △2,087,286 

② 年金資産（千円） 1,344,540 1,385,252 

③ 未積立退職給付債務（千円）（①＋②） △889,615 △702,034 

④ 未認識数理計算上の差異（千円） 211,119 76,351 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額（千円） 

（③＋④） 
△678,496 △625,682 

⑥ 前払年金費用（千円） 1,860 3,178 

⑦ 退職給付引当金（千円）（⑤－⑥） △680,356 △628,860 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

① 勤務費用（千円） 106,173 107,415 

② 利息費用（千円） 45,127 43,944 

③ 期待運用収益（千円） △19,424 △19,957 

④ 数理計算上の差異の損益処理額（千円） 45,420 44,583 

⑤ 退職給付費用（千円）（①＋②＋③＋④） 177,297 175,985 

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在） 

① 退職給付債務見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

② 割引率（％） 2.0 2.0 

③ 期待運用収益率（％） 1.5 1.5 

④ 数理計算上の差異の処理年数  10年（各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理すること

としております。） 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

内訳 

繰延税金資産（流動）             (単位：千円)

賞与引当金損金算入限度超過額 103,662

工事損失引当金損金算入限度超過額 2,035

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,097

未払労働保険否認 455

未払事業税否認額 21,715

未払事業所税否認額 3,129

たな卸資産評価減 129,224

たな卸資産未実現利益消去 19,019

商品販売撤退損失 16,947

病院内機器システム再構築損失 17,110

製品改修損失 12,359

繰延税金資産（流動）小計 328,757

評価性引当額（流動） △9

繰延税金資産（流動）合計 328,747

繰延税金負債（流動）  

子会社留保利益 △4,683

繰延税金負債（流動）合計 △4,683

繰延税金資産（流動）の純額 324,063

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 267,496

役員退職引当額 678

減価償却超過額 42,589

たな卸資産評価減 367

固定資産減損否認額 53,197

その他有価証券評価差額金 96

繰延税金資産（固定）小計 364,425

評価性引当額（固定） △53,197

繰延税金資産（固定）合計 311,228

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △12,016

繰延税金負債（固定）合計 △12,016

繰延税金資産（固定）の純額 299,211

繰延税金資産（流動）             (単位：千円)

賞与引当金損金算入限度超過額 99,773

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,719

未払事業税否認額 12,403

たな卸資産評価減 124,717

たな卸資産未実現利益消去 27,270

繰越欠損金 2,117

その他 3,499

繰延税金資産（流動）小計 272,499

評価性引当額（流動） △2,867

繰延税金資産（流動）合計 269,632

繰延税金負債（流動）  

子会社留保利益 △5,719

繰延税金負債（流動）合計 △5,719

繰延税金資産（流動）の純額 263,912

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 250,221

役員退職引当額 678

減価償却超過額 47,532

たな卸資産評価減 △205

固定資産減損否認額 48,816

その他有価証券評価差額金 157

繰延税金資産（固定）小計 347,201

評価性引当額（固定） △48,816

繰延税金資産（固定）合計 298,384

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △3,070

繰延税金負債（固定）合計 △3,070

繰延税金資産（固定）の純額 295,313

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

(単位：％) 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

(単位：％) 

法定実効税率   40.70 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
1.71 

住民税均等割 2.78 

その他 △2.33 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.86 

法定実効税率 40.70 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
1.66 

住民税均等割 2.80 

その他 3.25 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.41 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 
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（関連当事者情報） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

          グリーンホスピタルサプライ株式会社への余剰資金の預け入れは、月末日全銀協TIBOR市場金利を勘案し 

            て決定しております。運用期間は各月末までの１ケ月とし、特に申し出のない限り、更に１ケ月の継続扱 

            いとなっております。 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （追加情報） 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び 

 「関連投資者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して 

 おります。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 （1）連結財務諸表提出会社と親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

  

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

         グリーンホスピタルサプライ株式会社への余剰資金の預け入れは、月末日全銀協TIBOR市場金利を勘案し 

            て決定しております。運用期間は各月末までの１ケ月とし、特に申し出のない限り、更に１ケ月の継続扱 

            いとなっております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の
兼任等 
（人） 

事業
上の
関係 

 親会社 

グリーン

ホスピタ

ルサプラ

イ株式会

社  

 大阪府 

 吹田市 
5,667,081 

医療機械、

医療設備、

医療用シス

テム及び診

療材料の販

売 

－ 

 （54.12）
3 

当社

製品

の販

売 

余剰資金の

預け入れ 

  

利息の受取 

  

当社製品の

販売 

  

1,800,000 

  

8,283 

  

  

2,202,070 

関係会社

預け金 

 

  

   

受取手形

及び売掛

金 

1,800,000 

  

  

  

  

1,153,171 

属性 
会社等の名
称又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 関連当事者

との関係 

 親会社 

グリーンホ

スピタルサ

プライ株式

会社  

 大阪府 

 吹田市 
5,667,081 

医療機械、

医療設備、

医療用シス

テム及び診

療材料の販

売 

－ 

  (54.12) 

当社製品の

販売 

余剰資金の

預け入れ   

  

利息の受取 

  

  

当社製品の

販売  

  

 器材の購入 

  

1,000,000 

 

24,465 

 

 

3,662,626 

 

1,351,938 

関係会社

預け金 

   

  

  

  

売掛金 

  

買掛金 

  

2,800,000 

 

 

 

 
724,439 

 

340,692 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   1,010円54銭

１株当たり当期純利益金額     35円90銭

１株当たり純資産額    1,030円14銭

１株当たり当期純利益金額     33円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円） 439,163 405,662 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 439,163 405,662 

期中平均株式数（株） 12,231,563 12,231,480 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 12,436,472 12,665,087 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
75,985 64,978 

（うち少数株主持分） (75,985) (64,978) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 12,360,487 12,600,109 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
12,231,550 12,231,430 

－ 40 －

㈱セントラルユニ （7706） 平成21年3月期決算短信



（重要な後発事象） 

    当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、グリーンホスピタルサプライ株式会社（以下「ＧＨＳ」とい

    います。）を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいま 

    す。）を行うことを決議し、同日付でＧＨＳとの間で株式交換契約を締結いたしました。 

   １．株式交換の相手会社についての事項 

      商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容 

   （平成21年３月31日現在）

   ２．本株式交換の目的 

      当社及びＧＨＳは、両社の経営資源を最大限に活用した統合力により、コンサルティングから各種サービスまで

      を一体的に提供するため、平成18年11月に当社はＧＨＳの連結子会社となり（ＧＨＳ保有比率51.0％）、現在に至

      っております。 

        そして、当社はＧＨＳと共にＧＨＳグループの中核を担う存在として、連携シナジーの追求に努め、医療ガス供

   給設備、手術室、集中治療室、病室等の治療環境づくりを中心にした積極的な事業展開を実施しております。 

    一方で、現在の医療業界を取り巻く環境は激変しており、当社を含めたＧＨＳグループは、かかる環境変化に即

   応できる事業の選択・経営資源の集中投下等、従来以上に機動的なグループ経営及び連携シナジーの極大化が不可

   欠であります。このための経営体制として持株会社化が望ましいとの判断に至り、この一環として本株式交換を行

   うこととなりました。 

     また、当社にとっても、グループ中核事業会社としてグループの経営資源を最大限活用し、より効率的な事業活

   動及び意思決定並びに連結シナジーの極大化を図ることが、さらなる企業価値向上にとって望ましいものと考えて

   おります。そのため、本株式交換により当社は上場廃止になるものの、それ以上に本株式交換及びＧＨＳグループ

   としての持株会社体制への移行が当社の成長戦略上、必要な施策であるものと考えております。 

    以上を踏まえ、株式交換による経営統合が株式価値向上のための最良の選択であり、両社の株主の皆様に報いる

   ことができるとの考えで当社及びＧＨＳ両社の見解が一致し、この度の株式交換契約の締結に至りました。 

   ３．上場廃止となる見込み及びその事由 

    本株式交換により、その効力発生日である平成21年10月１日をもって当社はＧＨＳの完全子会社となります。ま

   た、本株式交換により当社の株式は、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック証券取引所」とい

   います。）の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て平成21年９月25日をもって上場廃止（最終売買日は平

   成21年９月24日）となる予定です。上場廃止後は、当社の株式をジャスダック証券取引所において取引することは

   できません。 

   ４．株式交換比率の公正性を担保するための措置 

    本株式交換に際して、株式交換比率の公正性を担保することを目的として、ＧＨＳは野村證券株式会社を、当社

   はＧＣＡサヴィアン株式会社を株式交換比率の算定に関する第三者機関としてそれぞれ選定しております。 

    株式交換比率は、当該第三者機関から取得した株式交換比率算定書の算定結果を踏まえ両社間で協議の上、決定

   しました。 

   ５．利益相反を回避するための措置 

    ＧＨＳの代表取締役社長である古川國久及び専務取締役管理本部長である小川宏隆は当社の取締役を兼務してい

   るため、利益相反を回避することを目的として、当社の取締役会における株式交換契約の締結に関する議案の審議

   及び決議に参加しておりません。 

 商 号  グリーンホスピタルサプライ株式会社 

 本店の所在地  大阪府吹田市春日３丁目20番８号   

 代表者の氏名  代表取締役社長 古川 國久 

 資本金の額  5,667百万円 

 事業の内容 
 トータルパックシステム事業、メディカルサプライ事業、ヘルスケア事業、

 調剤薬局事業、その他事業 
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   ６．株式交換の要旨 

   (1) 株式交換の日程 

     株式交換決議取締役会（両社）           平成21年５月15日 

     株式交換契約締結（両社）             平成21年５月15日 

     株式交換承認定時株主総会（当社）         平成21年６月25日（予定） 

     株式交換承認定時株主総会（ＧＨＳ）        平成21年６月26日（予定） 

     整理銘柄指定（当社）               平成21年６月26日（予定） 

     最終売買日（当社）                平成21年９月24日（予定） 

     上場廃止日（当社）                平成21年９月25日（予定） 

     株式交換の効力発生日               平成21年10月1日（予定）  

    (2) 株式交換比率に係る割当ての内容   

     (注１) 当社の株式１株に対してＧＨＳの株式0.014株を割当て交付します。ただし、ＧＨＳが保有する当社株式

        6,619,400株については、株式交換による株式の割当ては行いません。なお、前記株式交換比率は、算定

               の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することがあります。 

    (注２) 株式交換により発行する新株式数等 

        普通株式78,569株 

                 なお、当社は、本株式交換の効力発生日までに取得し保有する自己株式の全てを消却する予定です。 

    (注３) １株に満たない端数の処理 

        本株式交換にともない、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条の規定に従い、その端数

               の合計数（その合計数に１に満たない端数がある場合は切捨てるものとします。）に相当する数の株式 

               の売却代金をその端数に応じて当該株主に交付します。 

   ７．本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額及び事業の

        内容 

会社名 
グリーンホスピタルサプライ株式会社

（完全親会社） 

株式会社セントラルユニ 

（完全子会社） 

 株式交換比率 1 0.014 

 商 号 

 シップヘルスケアホールディングス株式会社 

（平成21年10月１日に「グリーンホスピタルサプライ株式会社」から「シップ

ヘルスケアホールディングス株式会社」に商号変更予定） 

 本店の所在地  大阪府吹田市春日３丁目20番８号   

 代表者の氏名  代表取締役社長 古川 國久 

 資本金の額  5,667百万円 

 事業の内容 

 グループ全体の経営戦略の策定 

 グループ全体の広報、ＩＲ 

 グループ全体の管理・統括業務 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,846,957 1,845,972

受取手形 ※1  1,578,051 ※1  1,110,511

売掛金 ※1  1,369,335 ※1  1,120,948

完成工事未収入金 1,255,722 927,725

有価証券 300,917 －

商品 4,404 －

製品 482,649 －

商品及び製品 － 445,681

仕掛品 130,912 133,389

未成工事支出金 1,212,765 1,596,017

原材料 17,896 －

原材料及び貯蔵品 － 10,268

前渡金 5,746 15,750

前払費用 18,602 15,554

信託受益権 697,754 658,844

繰延税金資産 226,258 163,570

短期貸付金 ※1  142,840 ※1  153,974

関係会社預け金 1,500,000 2,500,000

未収還付法人税等 － 81,539

未収消費税等 21,517 6,963

その他 59,391 47,560

貸倒引当金 △470 △540

流動資産合計 10,871,253 10,833,732

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,346,907 2,324,366

減価償却累計額 △1,231,022 △1,298,171

建物（純額） 1,115,885 1,026,195

構築物 243,149 243,149

減価償却累計額 △189,694 △194,752

構築物（純額） 53,454 48,396

機械及び装置 71,110 75,860

減価償却累計額 △61,668 △64,697

機械及び装置（純額） 9,442 11,162

車両運搬具 11,060 11,060

減価償却累計額 △10,594 △10,694

車両運搬具（純額） 465 366

工具、器具及び備品 495,010 551,531

減価償却累計額 △417,154 △445,716

工具、器具及び備品（純額） 77,856 105,815
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

土地 1,808,588 1,787,350

リース資産 － 886

減価償却累計額 － △139

リース資産（純額） － 746

有形固定資産合計 3,065,692 2,980,034

無形固定資産   

ソフトウエア 95,937 53,271

電話加入権 6,674 6,674

水道施設利用権 556 305

無形固定資産合計 103,168 60,251

投資その他の資産   

投資有価証券 248,874 227,128

関係会社株式 534,719 534,719

長期貸付金 ※1  139,230 ※1  102,568

敷金 92,460 89,408

投資不動産 116,617 116,617

長期前払費用 3,581 2,235

繰延税金資産 222,893 216,940

その他 43,232 17,818

貸倒引当金 △568 △1,111

投資その他の資産合計 1,401,041 1,306,325

固定資産合計 4,569,902 4,346,611

資産合計 15,441,156 15,180,343

負債の部   

流動負債   

支払手形 706,297 281,239

買掛金 1,535,629 1,269,172

工事未払金 517,372 689,035

1年内返済予定の長期借入金 80,000 80,000

リース債務 － 172

未払金 132,440 47,411

未払費用 54,394 56,031

未払法人税等 96,372 6,269

未成工事受入金 401,214 936,315

前受金 8,634 26,918

預り金 17,788 20,082

前受収益 4,062 3,905

賞与引当金 124,000 108,000

工事損失引当金 5,000 －

流動負債合計 3,683,206 3,524,553
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 340,000 260,000

リース債務 － 580

退職給付引当金 470,630 421,720

役員退職慰労引当金 1,666 1,666

長期預り保証金 2,150 1,950

その他 － 30

固定負債合計 814,446 685,948

負債合計 4,497,653 4,210,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,707,000 1,707,000

資本剰余金   

資本準備金 2,863,061 2,863,061

その他資本剰余金 7 7

資本剰余金合計 2,863,069 2,863,069

利益剰余金   

利益準備金 243,000 243,000

その他利益剰余金   

別途積立金 6,000,000 6,000,000

繰越利益剰余金 515,659 555,179

利益剰余金合計 6,758,659 6,798,179

自己株式 △402,595 △402,652

株主資本合計 10,926,134 10,965,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,368 4,244

評価・換算差額等合計 17,368 4,244

純資産合計 10,943,502 10,969,841

負債純資産合計 15,441,156 15,180,343
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 98,420 80,187

製品売上高 3,877,146 3,282,221

完成工事高 6,286,741 5,275,777

売上高合計 10,262,308 8,638,186

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,920 4,404

当期商品仕入高 44,578 39,212

合計 48,498 43,616

商品期末たな卸高 4,404 3,777

商品売上原価 44,093 39,838

製品売上原価   

製品期首たな卸高 592,316 482,649

当期製品製造原価 3,891,554 3,332,338

合計 4,483,870 3,814,987

他勘定振替高 ※2  1,481,488 ※2  1,283,966

製品期末たな卸高 482,649 441,903

製品売上原価 2,519,732 2,089,117

完成工事原価 4,857,798 4,034,147

売上原価合計 7,421,624 6,163,104

売上総利益 2,840,683 2,475,082

販売費及び一般管理費   

販売費 ※3  1,450,014 ※3  1,394,538

一般管理費 ※3, ※4  1,085,909 ※3, ※4  977,981

販売費及び一般管理費合計 2,535,923 2,372,519

営業利益 304,760 102,562

営業外収益   

受取利息 ※1  17,868 ※1  29,021

有価証券利息 1,147 246

受取配当金 ※1  17,216 ※1  132,654

受取賃貸料 ※1  57,389 ※1  55,359

信託配当金 4,006 5,058

雑収入 10,117 6,863

営業外収益合計 107,745 229,203

営業外費用   

支払利息 6,039 4,995

支払賃借料 14,860 16,200

為替差損 12,698 12,277

営業外費用合計 33,598 33,472

経常利益 378,907 298,293
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,280 －

製品改修損失補償金受入益 ※5  11,570 －

商品販売撤退に伴う商品譲渡益 － ※6  11,610

製品改修戻入益 － ※7  6,282

その他 － 638

特別利益合計 12,850 18,532

特別損失   

固定資産除売却損 ※8  4,275 ※8  1,750

減損損失 － ※9  2,416

商品販売撤退損失 ※10  41,640 －

病院内機器システム再構築損失 ※11  64,074 －

製品改修損失 ※12  33,847 －

訴訟和解金 － ※13  48,502

その他 － 1,209

特別損失合計 143,837 53,877

税引前当期純利益 247,920 262,947

法人税、住民税及び事業税 138,359 11,231

法人税等調整額 △23,326 77,648

法人税等合計 115,032 88,879

当期純利益 132,887 174,067
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,707,000 1,707,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,707,000 1,707,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,863,061 2,863,061

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,863,061 2,863,061

その他資本剰余金   

前期末残高 3 7

当期変動額   

自己株式の処分 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 7 7

資本剰余金合計   

前期末残高 2,863,065 2,863,069

当期変動額   

自己株式の処分 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 2,863,069 2,863,069

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 243,000 243,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 243,000 243,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,000,000 6,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,000,000 6,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 505,087 515,659

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 132,887 174,067

当期変動額合計 10,571 39,520

当期末残高 515,659 555,179
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,748,087 6,758,659

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 132,887 174,067

当期変動額合計 10,571 39,520

当期末残高 6,758,659 6,798,179

自己株式   

前期末残高 △402,543 △402,595

当期変動額   

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 21 －

当期変動額合計 △51 △57

当期末残高 △402,595 △402,652

株主資本合計   

前期末残高 10,915,610 10,926,134

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 132,887 174,067

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 26 －

当期変動額合計 10,524 39,463

当期末残高 10,926,134 10,965,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 39,565 17,368

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,196 △13,124

当期変動額合計 △22,196 △13,124

当期末残高 17,368 4,244

評価・換算差額等合計   

前期末残高 39,565 17,368

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,196 △13,124

当期変動額合計 △22,196 △13,124

当期末残高 17,368 4,244
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 10,955,175 10,943,502

当期変動額   

剰余金の配当 △122,316 △134,547

当期純利益 132,887 174,067

自己株式の取得 △73 △57

自己株式の処分 26 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,196 △13,124

当期変動額合計 △11,672 26,339

当期末残高 10,943,502 10,969,841
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継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

子会社及び関連会社株式 

        同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

        同左 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

        同左 

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ 

 ……時価法 

デリバティブ 

 同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

移動平均法による原価法 

商品 

  同左  

  製品・仕掛品 

注文品……個別法による原価法 

標準品……移動平均法による原価法 

 製品・仕掛品 

 同左 

  原材料 

移動平均法による原価法 

 原材料 

 同左 

  未成工事支出金 

個別法による原価法 

 未成工事支出金 

 同左 

４．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

   ……定率法 

 なお、主な資産の耐用年数は次のと

おりであります。 

建物          ８～47年 

構築物         10～45年 

工具器具及び備品    ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ322千円 

減少しております。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ2,369千 

円減少しております。 

（追加情報） 

 機械装置につきましては、従来、耐用

年数を９年～12年としておりましたが、

当事業年度より法人税法の改正を契機と

し見直しを行い、８～９年に変更してお

ります。 

 これに伴う、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は、軽微

であります。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

   ……定額法 

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）長期前払費用 

   ……定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

  (4）     ──────  

    

(4）リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース 

   取引に係るリース資産 

    リース期間を耐用年数とし、残存 

     価格を零とする定額法を採用してお 

     ります。  

５．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）工事損失引当金 

     受注工事の損失に備えるため、損失

の見込まれる期末仕掛工事について損

失見込額を計上しております。 

(3）工事損失引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌期から損益処理することとし

ております。 

(4）退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (5）役員退職引当金 

 当社は、平成11年７月１日付で役員

退職金制度を廃止しております。 

 なお、役員退職引当金の既引当金残

高は、各役員の退職時に、当該役員に

対する引当額を支給し、取崩すことと

しております。 

(5）役員退職引当金 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

──────  

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の要件を充たす金利スワ

ップ取引については、特例処理を採用

しております。     

  また、先物為替予約が付されている

外貨建金銭債務については振当処理を

行っております。        

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ.ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金       

ｂ.ヘッジ手段…先物為替予約 

   ヘッジ対象…輸入取引に伴う外貨建 

               金銭債務    

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

  金利スワップについては、取締役会で

承認された資金調達計画に基づき、借入

金の金利変動リスクをヘッジすることを

目的としております。        

  また、先物為替予約取引については、

為替変動リスクをヘッジし、外貨建金銭

債務の支払いを確定させることを目的と

しております。        

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処

理の要件を充たしているため、有効性 

の判定を省略しております。 

  また、先物為替予約取引について

は、ヘッジ対象に対し同一通貨建てに

よる同一期日のものをそれぞれ振り当

ているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は確保されており、そ

の判定をもって有効性の判定に代えて

おりますので、決算日における有効性

の評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左  
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

           ──────         １．会計処理基準に関する事項の変更  

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

   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、当事業年度より「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日公表分）

 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、これによる損益に与える影響額は、軽微であり

 ます。 

            (2)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）を当事業年度より適用し、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。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 (貸借対照表)   (貸借対照表)  

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており 

ました「関係会社短期貸付金」は、金額的重要性が増し 

たため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「関係会社短期貸付金」は50,000千円 

であります。 

 「財務諸表等の用語、様式の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）が適用となることに伴い、前事業年度にお

いて、「商品」「製品」として掲載されていたものは、

当事業年度から「商品及び製品」と一括して掲載してお

ります。なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」

は、それぞれ3,777千円、441,903千円、であります。 

 また、前事業年度において、「原材料」として掲載さ

れていたものは、当事業年度から「原材料及び貯蔵品」

と掲載しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

※１．関係会社に対する主な資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい 

る関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ 

ります。 

※１．関係会社に対する主な資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい 

る関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ 

ります。 

受取手形及び売掛金 203,404千円 

短期貸付金 142,840千円 

長期貸付金 139,230千円 

受取手形及び売掛金 406,858千円 

短期貸付金 102,840千円 

長期貸付金 96,390千円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取配当金 10,000千円 

受取賃貸料 41,140 

受取利息 9,342 

受取配当金 125,515千円 

受取賃貸料 41,892 

受取利息 24,138 

※２．他勘定振替高は、当期工事原価に振替えたもので 

  あります。 

※２．他勘定振替高は、当期工事原価に振替えたもので 

  あります。 

※３．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※３．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

(1）販売費    

従業員給料手当 459,306千円 

従業員賞与 51,884 

賞与引当金繰入額 64,729 

福利厚生費 102,125 

退職給付費用 68,494 

旅費交通費 122,054 

賃借料 75,712 

業務委託費 181,779 

減価償却費 79,321 

貸倒引当金繰入額 988 

(2）一般管理費    

従業員給料手当 286,595千円 

従業員賞与 31,449 

賞与引当金繰入額 38,653 

福利厚生費 79,808 

退職給付費用 45,004 

旅費交通費 63,480 

賃借料 59,389 

業務委託費 21,596 

減価償却費 27,200 

(1）販売費    

従業員給料手当 430,858千円 

従業員賞与 53,420 

賞与引当金繰入額 55,079 

福利厚生費 98,942 

退職給付費用 66,045 

旅費交通費 104,420 

賃借料 93,164 

業務委託費 142,955 

減価償却費 90,671 

貸倒引当金繰入額 613 

(2）一般管理費    

従業員給料手当 277,423千円 

従業員賞与 35,315 

賞与引当金繰入額 33,007 

福利厚生費 77,579 

退職給付費用 42,734 

旅費交通費 58,235 

賃借料 21,666 

業務委託費 12,750 

減価償却費 24,471 

※４．一般管理費に含まれる研究開発費   67,899千円 ※４．一般管理費に含まれる研究開発費   76,361千円 

※５．製品改修損失補償金受入益 

      マニフォールド（医療用ガス供給装置の一部）の 

  改修に伴う補償金であります。 

※５．        ──────  

※６．        ──────  ※６．商品販売撤退に伴う商品譲渡益 

   医療材料の滅菌用包装袋(滅菌バック）の商品販売 

  からの撤退に伴う商品の譲渡益であります。 

※７．        ──────  ※７．製品改修戻入益 

   感染防止機器（病院内機器）の改修の終了に伴い、

  引当額を全額取崩しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加124株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

   普通株式の自己株式の株式数の減少40株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※８．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※８．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

(1) 固定資産除却損 (1) 固定資産除却損 

建物付属設備 1,957千円 

工具器具及び備品 1,698千円 

機械 619千円 

計 4,275千円 

工具器具及び備品 1,750千円 

計 1,750千円 

※９．        ──────  ※９. 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グループ 

  について減損損失を計上しました。 

   当社は、減損会計の適用にあたり、事業資産につ 

  いては管理会計上の事業区分別、本社・厚生設備等 

  の事業資産については共用資産として、また、賃貸 

  資産については個別の物件毎にグルーピングしてお 

  ります。 

   当事業年度において、賃貸資産のうち継続的な地 

  価の下落により、収益性が著しく低下した賃貸資産 

  の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 

  を減損損失（2,416千円）として特別損失に計上しま 

  した。その内訳は、建物1,278千円及び土地1,137千 

  円であります。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却 

  価額により測定しており、建物及び土地については 

  不動産鑑定評価額により評価しております。 

場所 用途 種類 

大阪府吹田市 賃貸資産 建物及び土地

※10. 商品販売撤退損失  

   医療材料の滅菌用包装袋（滅菌バック）の商品販 

  売からの撤退による損失であります。  

※10.         ──────   

※11．病院内機器システム再構築損失    

   注射薬自動払出装置のシステム再構築に係る費用 

  であります。  

※11．        ──────  

※12. 製品改修損失 

   感染防止機器（病院内機器）の改修損失でありま 

     す。       

※12.         ──────  

※13.         ──────  ※13. 訴訟和解金 

   注射薬自動払出装置のシステム再構築に係る和解 

  金及び弁護士費用等であります。 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 747,566 124 40 747,650 

合計 747,566 124 40 747,650 
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当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 747,650 120 － 747,770 

合計 747,650 120 － 747,770 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

  ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 6,924 4,536 2,387 

工具器具及び
備品 164,546 86,498 78,048 

合計 171,470 91,035 80,435 

１年内 35,052千円 

１年超 45,383千円 

合計 80,435千円 

支払リース料 36,240千円 

減価償却費相当額 36,240千円 

  ① リース資産の内容 

    ａ．有形固定資産     

       業務用通信設備であります。 

    ｂ．無形固定資産 

       ソフトウェアであります。 

   ② リース資産の減価償却の方法 

     重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方 

     法」に記載のとおりであります。 

    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう 

   ち、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取 

   引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた 

   会計処理によっており、その内容は次のとおりであり 

   ます。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

   （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高 

           が有形固定資産の期末残高等に占める割合が 

           低いため、支払利子込み法により算定してお 

           ります。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

    (注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ 

           ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等 

           に占める割合が低いため、支払利子込み法に 

           より算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 

額法によっております。 

 （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 130,892 86,704 44,188 

合計 130,892 86,704 44,188 

１年内 23,798千円 

１年超 20,390千円 

合計 44,188千円 

支払リース料 33,859千円 

減価償却費相当額 33,859千円 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）             (単位：千円)

賞与引当金損金算入限度超過額 57,290

工事損失引当金損金算入限度超過額 2,035

貸倒引当金損金算入限度超過額 231

未払事業税否認額 8,999

未払事業所税否認額 2,500

たな卸資産評価減 98,012

たな卸資産未実現利益消去 10,771

商品販売撤退損失 16,947

病院内機器システム再構築損失 17,110

製品改修損失 12,359

繰延税金資産（流動）合計 226,258

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 191,546

役員退職引当額 678

関係会社株式評価損否認額 8,416

減価償却超過額 42,589

固定資産減損否認額 53,197

その他有価証券評価差額金 96

繰延税金資産（固定）小計 296,524

評価性引当額 △61,613

繰延税金資産（固定）合計 234,910

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △12,016

繰延税金負債（固定）合計 △12,016

繰延税金資産（固定）純額 222,893

繰延税金資産（流動）             (単位：千円)

賞与引当金損金算入限度超過額 50,168

貸倒引当金損金算入限度超過額 452

たな卸資産評価減 91,513

たな卸資産未実現利益消去 18,221

繰越欠損金 2,117

その他 1,096

繰延税金資産（流動）合計 163,570

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 171,640

役員退職引当額 678

関係会社株式評価損否認額 8,416

減価償却超過額 47,534

固定資産減損否認額 48,816

その他有価証券評価差額金 157

繰延税金資産（固定）小計 277,243

評価性引当額 △57,232

繰延税金資産（固定）合計 220,010

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △3,070

繰延税金負債（固定）合計 △3,070

繰延税金資産（固定）純額 216,940

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

(単位：％) 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

(単位：％) 

 法定実効税率 40.70 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
 3.78 

受取配当金等永久に益金に算入され 

ない項目 
△2.27 

住民税均等割 4.53 

その他 △0.34 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.40 

 法定実効税率 40.70 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
3.09 

受取配当金等永久に益金に算入され 

ない項目 
△19.37 

住民税均等割 4.27 

その他 5.11 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.80 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

    当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、グリーンホスピタルサプライ株式会社（以下「ＧＨＳ」とい

    います。）を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付でＧ

    ＨＳとの間で株式交換契約を締結いたしました。 

      株式交換に関する概要は、「４．連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載しております。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 894円69銭

１株当たり当期純利益金額   10円86銭

１株当たり純資産額    896円86銭

１株当たり当期純利益金額     14円23銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円） 132,887 174,067 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 132,887 174,067 

期中平均株式数（株） 12,231,563 12,231,480 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 10,943,502 10,969,841 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,943,502 10,969,841 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
12,231,550 12,231,430 
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６．その他 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。  

② その他の役員の異動 

   該当事項はありません。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

 当連結会計年度より、病院内のアウトソーシングに係る業務管理の売上が増加してきたため、品目別区分の「物 

流管理」より区分し、「業務管理」を新設しております。 

 なお、前年同期比につきましては、前連結会計年度を変更後の区分に組み替えて算出しております 

 ① 生産実績 

   当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、製造原価で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目別区分 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

生産高（千円） 前年同期比（％）  

医療設備    

医療設備工事    2,796,642 △18.9 

医療設備製品 2,559,724 11.6 

       小計             5,356,366 △6.7 

病院内機器          847,986 △45.7 

その他            156,178 △39.1 

      合計              6,360,532 △15.9 
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 ② 受注状況 

   当連結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、販売価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ③ 販売実績 

  当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目別区分 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

医療設備        

医療設備工事   5,615,430 △32.7 6,768,449 △3.1 

医療設備製品    2,339,573 △12.3 502,954 △16.4 

      小計         7,955,003 △27.8 7,271,403 △4.2 

病院内機器        685,663 △52.2 86,290 △17.3 

受託業務        

物流管理 3,720,679 4.2 － － 

業務管理 1,016,282 964.6 － － 

医療設備保守   1,764,066 4.3 77,288 △9.7 

      小計         6,501,029 21.3 77,288 △9.7 

診療材料等          18,474,464 116.2 － － 

その他          145,827 △1.2 60,100 78.9 

      合計         33,761,988 27.4 7,495,082 △4.0 

品目別区分 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％）  

医療設備    

医療設備工事    5,832,650 △14.9 

医療設備製品    2,438,570 9.0 

       小計       8,271,221 △9.0 

病院内機器          703,686 △53.2 

受託業務     

物流管理     3,720,679 4.2 

業務管理     1,016,282 964.6 

医療設備保守   1,772,386 7.2 

        小計           6,509,348 22.4 

診療材料等 18,474,464 116.2 

その他          119,326 △44.6 

合計 34,078,048 38.1 
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