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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 14,443 △18.9 515 17.3 603 18.5 479 217.5
21年3月期第1四半期 17,799 ― 439 ― 509 ― 151 ―

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

22年3月期第1四半期 22.09 ―
21年3月期第1四半期 6.65 ―

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

22年3月期第1四半期 25,557 17,420 68.0 800.63
21年3月期 25,298 17,026 67.2 782.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,380百万円 21年3月期  16,989百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間 29,180 △18.4 1,050 △13.2 1,040 △2.9 700 28.3 32.25

通期 59,360 △7.6 2,370 7.4 2,360 101.1 1,390 350.1 64.03



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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 
上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は業況の
変化等により、予想数値とは異なる場合があります。また、上記業績に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的
情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 23,801,378株 21年3月期  23,801,378株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,093,046株 21年3月期  2,093,046株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,708,332株 21年3月期第1四半期 22,697,832株



 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年度から続く世界的な景気後退により、企業業績が悪化し、

厳しい状況となりました。在庫調整の進行や政府の景気対策等により、一部には生産の持ち直しの動きが見られたも

のの、雇用情勢が未だ改善されず、個人消費も低迷しており、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

 当社の主たる事業領域である医療関連業界におきましては、医療費の抑制を目的とした医療制度改革などの影響に

より、厳しい経営環境が続いております。医療機関を顧客とする各企業は、環境の変化に機敏に対応し、より一層の

経営の効率化・合理化を図ることを求められております。 

 福祉関連業界におきましては、本年４月の介護報酬の改定において、介護保険制度施行以来初のプラス改定が行わ

れ、深刻化する介護職員不足の緩和が期待されております。 

  このような状況の中、当社グループの売上高につきましては、前第３四半期に調剤薬局事業の連結を除外した影響

で、前年同期比減収となりましたが、医療関連受託事業では、取引の拡大等に注力したこと、また、教育事業では、

雇用情勢の悪化を背景とした資格取得需要の回復が追い風となり受講者が増加したこと、そして、福祉事業では、本

年４月の介護報酬のプラス改定による増収効果に加え利用者の獲得に注力したことで各セグメントとも増収を確保い

たしました。 

利益面につきましては、医療関連受託事業において、新規立ち上げ時の費用増や一時的な人員増により、減益と

なりましたが、教育事業・福祉事業が順調に推移したことにより、営業利益全体では増益となりました。また、当社

は平成21年５月１日付で調剤薬局事業を営む持分法適用の関連会社でありました株式会社ファーコスの全株式を譲渡

したため、関係会社株式売却益として、674百万円を特別利益に計上しました。 

  以上の結果、売上高は14,443百万円（前年同期比18.9％減）、営業利益は515百万円（同17.3％増）、経常利益は

603百万円（同18.5％増）、四半期純利益は479百万円（同217.5％増）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

①医療関連受託事業 

    既存顧客先である医療機関に対して取引の拡大、新規受託先の獲得を図るとともに、DPC関連業務をはじめとした

医事周辺業務の拡充や、病院と一体となった経営改善業務に取り組んでまいりました。 

   一方、利益面につきましては、契約単価の値上げ交渉に取り組んでいるものの依然として困難な状況が続いており

ます。また、新規立ち上げ時の原価が上昇したこと、社員の定着率の上昇や契約の終了に伴って一時的に人員が増加

したことなどにより、コスト負担が想定以上に大きく、厳しい状況で推移しております。 

  以上の結果、売上高は12,625百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は386百万円（同21.3％減）となりました。

②教育事業 

    雇用情勢の悪化に伴い、資格講座の需要が回復し、主力の医療事務講座をはじめ、ホームヘルパー養成講座などの

受講者数が堅調な伸びを示しております。また、緊急雇用対策のひとつである職業訓練（委託訓練）の受託にも積極

的に取り組むとともに、既存教室の最大活用による効率的な教室運営を図ってまいりました。 

   さらに、NPO法人と共同で、がん支援相談センターの相談員育成を目的とした「がん情報ナビゲーター養成講座」

の運営や診療所向けの医療事務に特化した「クリニックコース」の開発など、新規講座にも取り組んでまいりまし

た。 

  以上の結果、売上高は527百万円（同21.3％増）、営業利益は54百万円（前年同期は営業損失65百万円）となり、

黒字化となりました。 

③福祉事業 

   地域に密着した介護サービスを展開し利用者の獲得を推進するとともに、介護スタッフの処遇改善や無資格者教育

制度（無資格者を採用後資格取得させる制度）を導入して、人材の確保と育成に取り組んでまいりました。本年４月

に実施された介護報酬改定による増収効果に加え、訪問介護・通所介護などの利用者数が着実に増加し、赤字事業所

の解消も進み、事業全体では順調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は1,231百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益は58百万円（同299.0％増）となりました。

④その他事業 

 主に賃貸収入等により、売上高は59百万円（同19.0％減）、営業利益は14百万円（同21.0％減）となりました。 

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



①資産、負債、純資産の状況 

〔資産の状況〕 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百円（ ％）増加し、 百万円となり

ました。  

流動資産は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加となりました。これは主に現金及

び預金が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円増加したことが要因であります。 

固定資産は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少となりました。これは主に投資有価

証券が 百万円減少したことが要因であります。 

〔負債の状況〕 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 百円（ ％）減少し、 百万円となりま

した。 

流動負債は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少となりました。これは未払費用が

百万円、未払消費税等が 百万円、未払金が 百万円増加しましたが、賞与引当金が 百万円減少したことが主

な要因であります。 

固定負債は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少となりました。これは主に長期借入金

が 百万円減少したことが要因であります。 

〔純資産の状況〕 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円とな

りました。これは主に利益剰余金が 百万円増加したことが要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、 百

万円増加し、 百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間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通りであります。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益 百万円等により資金の増加がありましたが、法人税等の支払額 百万円、関係会社株式売却益 百万

円、賞与引当金の減少額 百万円等による資金の減少が主な要因であります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果、得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。これは主に関係会社

株式の売却による収入 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〕 

財務活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の獲得）となりました。これは主に配当金の支

払額 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね計画通り推移しております。したがって、当連結会計年度の業績

予想につきまして、現時点では平成21年５月13日及び５月15日発表の内容に変更はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

該当事項はありません。 

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,546,194 4,852,209

受取手形及び売掛金 6,552,215 6,267,066

有価証券 46,406 13,563

原材料及び貯蔵品 110,334 111,736

繰延税金資産 498,076 496,283

その他 328,958 334,878

貸倒引当金 △11,208 △11,708

流動資産合計 13,070,977 12,064,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,278,972 3,283,673

土地 5,417,283 5,412,485

その他（純額） 599,373 596,503

有形固定資産合計 9,295,629 9,292,662

無形固定資産   

その他 209,670 152,746

無形固定資産合計 209,670 152,746

投資その他の資産   

投資有価証券 990,207 1,795,778

長期貸付金 34,254 36,293

破産更生債権等 245,004 245,004

敷金及び保証金 686,279 678,692

繰延税金資産 737,980 763,542

その他 559,650 541,990

貸倒引当金 △271,770 △271,780

投資その他の資産合計 2,981,606 3,789,521

固定資産合計 12,486,906 13,234,929

資産合計 25,557,884 25,298,959



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 30,000 30,341

1年内返済予定の長期借入金 280,000 316,000

未払金 3,985,335 3,873,837

未払法人税等 803,510 952,393

未払消費税等 570,177 433,469

未払費用 408,773 222,489

賞与引当金 144,443 800,019

役員賞与引当金 41,372 30,590

その他 698,106 415,773

流動負債合計 6,961,719 7,074,914

固定負債   

長期借入金 135,000 157,500

退職給付引当金 401,588 379,339

役員退職慰労引当金 35,618 34,175

賃貸借契約解約損失引当金 146,428 154,759

負ののれん 69,434 73,693

その他 387,294 397,685

固定負債合計 1,175,364 1,197,153

負債合計 8,137,083 8,272,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,184,413 6,184,413

資本剰余金 6,260,086 6,260,086

利益剰余金 6,048,784 5,698,212

自己株式 △1,112,400 △1,112,400

株主資本合計 17,380,883 17,030,311

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △531 △41,017

評価・換算差額等合計 △531 △41,017

新株予約権 40,448 37,597

純資産合計 17,420,800 17,026,891

負債純資産合計 25,557,884 25,298,959



（２）四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 17,799,175 14,443,944

売上原価 14,986,352 11,691,326

売上総利益 2,812,822 2,752,617

販売費及び一般管理費 2,373,651 2,237,528

営業利益 439,170 515,089

営業外収益   

受取利息 6,393 1,874

受取配当金 12,831 9,071

負ののれん償却額 － 4,258

デリバティブ評価益 60,614 66,857

その他 9,261 24,424

営業外収益合計 89,101 106,485

営業外費用   

支払利息 13,727 4,344

有価証券売却損 2,997 11,482

持分法による投資損失 97 －

その他 1,877 1,944

営業外費用合計 18,699 17,770

経常利益 509,572 603,804

特別利益   

事業譲渡益 2,380 －

関係会社株式売却益 － 674,061

その他 1,011 998

特別利益合計 3,392 675,059

特別損失   

固定資産除却損 3,771 24,878

賃貸借契約解約損失引当金繰入額 120,455 －

その他 1,100 －

特別損失合計 125,327 24,878

税金等調整前四半期純利益 387,637 1,253,985

法人税等 243,940 774,379

少数株主損失（△） △7,351 －

四半期純利益 151,048 479,606



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 387,637 1,253,985

減価償却費 127,286 83,097

負ののれん償却額 － △4,258

持分法による投資損益（△は益） 97 －

デリバティブ評価損益（△は益） △60,614 △66,857

有価証券売却損益（△は益） 2,997 11,482

関係会社株式売却損益（△は益） － △674,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △573,443 △655,576

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,065 10,782

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） 120,455 △8,330

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,847 △510

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,740 22,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,072 1,443

受取利息及び受取配当金 △19,225 △10,945

支払利息 13,727 4,344

事業譲渡損益（△は益） △2,380 －

固定資産除却損 3,771 24,878

売上債権の増減額（△は増加） △201,944 △285,148

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,961 1,401

仕入債務の増減額（△は減少） 196,332 －

その他 363,804 641,560

小計 109,265 349,537

利息及び配当金の受取額 18,548 10,571

利息の支払額 △15,008 △4,508

法人税等の支払額 △384,835 △888,484

営業活動によるキャッシュ・フロー △272,029 △532,883

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △390,525 －

有価証券の売却による収入 558,380 162,348

有形固定資産の取得による支出 △109,707 △83,317

無形固定資産の取得による支出 △4,786 △70,000

子会社株式の取得による支出 △31,050 －

関係会社株式の売却による収入 － 1,401,650

その他 △38,967 △17,758

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,657 1,392,922

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） 806,501 △341

長期借入金の返済による支出 △76,000 △58,500

自己株式の取得による支出 △10 －

配当金の支払額 △152,872 △103,620

少数株主への配当金の支払額 △3,700 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26,989 △16,915

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,928 △179,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 13,322



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,241 693,984

現金及び現金同等物の期首残高 4,473,897 4,842,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,732,139 5,536,194



 該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は役務・商品の市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務及び商品の名称  

  
３．前第３四半期連結会計期間より、調剤薬局における調剤、医薬品の販売を主要な役務としていた調剤薬局事業

は、（株）ファーコス他３社が連結子会社でなくなったことにより、事業の種類別セグメントから削除してお

ります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
医療関連受
託事業 
（千円） 

教育事業 
（千円） 

調剤薬局
事業 
（千円） 

福祉事業
（千円） 

その他事
業 
（千円）

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

 売上高                 

（1）外部顧客に対す

る売上高 
 12,358,926  435,139  3,834,163  1,097,670  73,274  17,799,175  －  17,799,175

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 5,208  107  0  －  2,116  7,433 (7,433)  －

計  12,364,135  435,246  3,834,164  1,097,670  75,391  17,806,608 (7,433)  17,799,175

営業利益（△損失）  491,835  △65,020  △21,261  14,647  18,670  438,870  299  439,170

  
医療関連受
託事業 
（千円） 

教育事業 
（千円） 

福祉事業
（千円） 

その他事
業 
（千円）

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高               

（1）外部顧客に対す

る売上高 
 12,625,530  527,620  1,231,436  59,355  14,443,944  －  14,443,944

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 50  －  －  －  50 (50)  －

計  12,625,580  527,620  1,231,436  59,355  14,443,994 (50)  14,443,944

営業利益  386,983  54,906  58,447  14,751  515,089  －  515,089

事業区分 主要品目

医療関連 

受託事業 

医事業務受託（病院） 
受付業務、医事会計業務、診療報酬請求業務、診療情報管理業務、医

療統計業務等の受託 

医事業務派遣（病院・診療

所・調剤薬局） 
上記業務に関する人材の派遣 

医事手数料（診療所） 医科・歯科診療報酬請求業務の代行 

医事コンサルティング 医療機関に対するコンサルティング 

教育事業 
医療事務・ホームヘルパーに関する教育（通学・通信）、技能認定等

の業務 

福祉事業 訪問介護、通所介護等の介護事業及び保育事業 

その他事業 不動産賃貸業務、損害保険代理店業務、医療関連機器等の販売 



前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間において、四半期純利益が479,606千円増加し、配当金の支払い130,249千円をし

たことにより、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金が350,572千円増加しました。この結果、当第

１四半期連結累計期間末において、利益剰余金が6,048,784千円となっております。 

   

〔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
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