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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 3,488 11.0 142 34.5 161 30.6 100 13.5
21年3月期第1四半期 3,142 6.4 105 11.4 123 13.1 88 69.6

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 24.23 ―
21年3月期第1四半期 21.02 ―

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 7,358 4,055 55.1 978.24
21年3月期 6,779 4,018 59.3 954.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,055百万円 21年3月期  4,018百万円

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 ― 0.00 ― 11.00 11.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

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

6,847 9.6 189 △33.2 207 △31.7 102 △33.3 24.76

通期 13,682 8.9 342 △21.0 374 △19.4 184 △12.7 44.48
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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) 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 
上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予
想数値と異なる場合があります。 
なお、当第１四半期末より連結対象といたしましたアクテック株式会社が連結業績に与える影響につきましては、上記の連結業績予想には織り込み済みで
あります。 

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 4,216,000株 21年3月期  4,216,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  70,353株 21年3月期  4,953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 4,145,647株 21年3月期第1四半期 4,211,986株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の影響により、企業収益や雇用情勢が大

幅に悪化し、景気の低迷は深刻さを増してきました。 

また、当社グループが拠点を構える北海道の経済におきましても、設備投資の大幅な減少や個人消費の落込みな

ど、景気はますます後退しております。 

医療業界におきましては、医療費抑制政策が続く中、原材料費の値上げなど、従前にも増して厳しい経営環境に

置かれました。 

このような状況の中、当社グループはコンプライアンスやリスク管理を基本とした営業活動を行うと共にコスト

削減、省エネルギー等の環境問題にも積極的に取り込んでまいりました。また、平成21年４月１日付でアクテック

株式会社を100％子会社化したことにより、臨床検査事業と医療機器販売が一体となることで、顧客のニーズに即

応できるようになりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高3,488百万円（前年同期比11.0％増）、営

業利益142百万円（同34.5％増）、経常利益161百万円（同30.6％増）、四半期純利益100百万円（同13.5％増）と

増収増益になりました。 

事業の種類別セグメント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、他の検査センターとの競合が一段と厳しさを増している中、新規顧客の獲得、原

材料費・外注費などの原価コストの圧縮を図ってまいりましたが、一定の効果が出るまでには時間がかかるため、

売上高1,157百万円(同0.4％減)、営業利益79百万円（同0.7％減）と前年同期比微減になりました。 

② 調剤薬局事業 

調剤薬局事業におきましては、新規開局１店舗及び閉店１店舗と店舗数（36店舗）は横這いになりましたが、既

存店舗の売上が順調に増加したことから、売上高2,162百万円（同10.3％増）、営業利益176百万円（同67.4％増）

と増収増益になりました。 

③ 医療機器販売・保守事業 

医療機器販売・保守事業につきましては、平成21年４月１日付でアクテック株式会社を当社100％出資の子会社

にしたことによる新事業であります。当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高158百万円、営業損失8百

万円になりました。 

④ 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、並びにアクテック株式会社の不動

産管理及び賃貸による収入により、売上高10百万円（同49.6％減）、営業利益2百万円（同70.1％減）になりまし

た。 

(1）連結財政状態 

① 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、7,358百万円（前連結会計年度末6,779百万円）となり、前連結会計

年度末に比べ578百万円増加いたしました。 

流動資産は、4,404百万円（同4,100百万円）となり、前連結会計年度末に比べ303百万円増加いたしました。

これは、平成21年４月１日にアクテック株式会社の全株式を取得し、同社を当社の連結子会社にしたこと等によ

り、受取手形及び売掛金（前年同期末比250百万円増）並びに商品（同167百万円増）等が増加したことによるも

のであります。 

固定資産は、2,954百万円（前連結会計年度末2,679百万円）となり、前連結会計年度末に比べ275百万円増加

いたしました。これは、前述のアクテック株式会社が連結子会社となったこと等により、土地（前連結会計年度

末比127百万円増）、建物及び構築物（同73百万円増）等が増加したことによるものであります。 

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

札幌臨床検査センター株式会社（9776）　平成22年３月期第１四半期決算短信

- 3 -



② 当第１四半期連結会計期間末の負債は、3,303百万円（前連結会計年度末2,761百万円）となり、前連結会計年

度末に比べ542百万円増加いたしました。 

流動負債は、2,838百万円（同2,290百万円）となり、前連結会計年度末に比べ548百万円増加いたしました。

これは、前述のアクテック株式会社の連結子会社化に伴う支払手形及び買掛金（前連結会計年度末比796百万円

増）の増加がありましたが、一方では、短期借入金（同147百万円減）及び未払金（同117百万円減）の減少があ

ったことによるものであります。 

固定負債は、464百万円（前連結会計年度470百万円）となり、前連結会計年度末に比べ6百万円減少いたしま

した。これは、前述のアクテック株式会社の連結子会社化に伴うリース債務（前年同期末比21百万円増）及び退

職給付引当金（同5百万円増）等の増加がありましたが、一方では、長期借入金（同37百万円減）の返済が進ん

だことによるものであります。  

③ 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、4,055百万円（前連結会計年度末4,018百万円）となり、前連結会計

年度末に比べ36百万円増加いたしました。これは、四半期純利益100百万円がありましたが、一方では、配当金

45百万の支払い及びアクテック株式会社が保有していた当社の株式25百万円を自己株式として受け入れたことに

よるものであります。 

自己資本比率につきましては、総資産が増加したため、前連結会計年度末比4.2ポイント減少し55.1％になり

ました。 

また、１株当たり純資産につきましては、前述した自己株式が増加したため、連結会計年度末比23円93銭増加

し978円24銭になりました。 

(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及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,360百万円

（前年同期比29.6％増）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、前年同期に比べ128百万円減少し、242百万円（同34.7％減）になりました。

主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益181百万円（前年同期比21万円増）、仕入債務の増加額281百万円

（同213百万円減）であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額137百万円（同52百万円減)、法人税等の支

払額97百万円（同30百万円増)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、前年同期に比べ47百万円減少し、66百万円（同41.8％減）になりました。 

主な要因は、新規調剤薬局店舗出店等の有形固定資産の取得による支出99百万円（前年同期比7百万円減)があり

ましたが、一方では、子会社株式の取得による収入69百万円があったこと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） 

財務活動における資金は、短期借入金の純増額67百万円がありましたが、長期借入金の返済が88百万円（同39百

万円増）進んだことにより、26百万円の支出になりました。 

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日発表の連結業績予想から変更しておりませ

ん。  

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）
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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。 

  

該当事項はありません。  

（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：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 1,462,527 1,583,898

受取手形及び売掛金 2,284,481 2,033,900

商品及び製品 583,234 416,108

仕掛品 11,046 11,179

原材料及び貯蔵品 17,839 16,452

繰延税金資産 55,858 55,858

その他 94,962 103,266

貸倒引当金 △105,900 △120,445

流動資産合計 4,404,048 4,100,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,726,196 1,568,543

減価償却累計額 △1,009,996 △925,447

建物及び構築物（純額） 716,200 643,095

機械装置及び運搬具 83,618 67,402

減価償却累計額 △75,294 △61,067

機械装置及び運搬具（純額） 8,324 6,335

工具、器具及び備品 1,762,081 1,710,377

減価償却累計額 △1,371,105 △1,330,911

工具、器具及び備品（純額） 390,975 379,465

土地 872,732 744,983

リース資産 28,576 9,976

減価償却累計額 △2,443 △1,757

リース資産（純額） 26,133 8,219

有形固定資産合計 2,014,365 1,782,099

無形固定資産   

その他 92,923 83,705

無形固定資産合計 92,923 83,705

投資その他の資産   

投資有価証券 121,489 107,398

長期貸付金 37,399 40,896

長期前払費用 26,051 26,529

差入保証金 357,270 339,410

繰延税金資産 243,873 248,680

その他 317,263 304,657

貸倒引当金 △256,035 △253,845

投資その他の資産合計 847,311 813,726

固定資産合計 2,954,600 2,679,531

資産合計 7,358,649 6,779,750
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（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   

支払手形及び買掛金 2,081,400 1,284,724

短期借入金 344,293 491,394

リース債務 8,008 2,857

未払法人税等 87,799 108,880

未払金 105,324 222,903

役員賞与引当金 － 7,500

賞与引当金 38,693 59,988

その他 173,388 112,260

流動負債合計 2,838,906 2,290,509

固定負債   

長期借入金 133,316 171,089

リース債務 26,888 5,823

役員退職慰労引当金 37,630 35,488

退職給付引当金 260,905 255,656

その他 5,575 2,550

固定負債合計 464,315 470,607

負債合計 3,303,222 2,761,117

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 2,085,950 2,031,114

自己株式 △27,246 △2,067

株主資本合計 4,057,324 4,027,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,896 △9,034

評価・換算差額等合計 △1,896 △9,034

純資産合計 4,055,427 4,018,633

負債純資産合計 7,358,649 6,779,750
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（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 3,142,093 3,488,361

売上原価 2,184,961 2,413,878

売上総利益 957,132 1,074,482

販売費及び一般管理費 851,516 932,420

営業利益 105,615 142,062

営業外収益   

受取利息 668 854

受取配当金 2,329 1,059

受取賃貸料 15,391 12,612

負ののれん償却額 － 3,834

その他 9,168 8,695

営業外収益合計 27,557 27,057

営業外費用   

支払利息 1,875 1,275

賃貸収入原価 7,471 5,121

その他 45 1,017

営業外費用合計 9,392 7,414

経常利益 123,780 161,705

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27,225 19,594

前期損益修正益 11,445 －

特別利益合計 38,670 19,594

特別損失   

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 580 214

会員権評価損 154 －

役員退職慰労金 2,640 －

特別損失合計 3,375 225

税金等調整前四半期純利益 159,076 181,073

法人税等 70,560 80,635

四半期純利益 88,516 100,437
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（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 159,076 181,073

減価償却費 53,353 65,293

のれん償却額 62 －

負ののれん償却額 － △3,834

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 85

投資その他の資産評価損 154 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,075 3,126

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,049 △23,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,846 △19,665

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,458 2,141

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △7,500

受取利息及び受取配当金 △2,998 △1,913

支払利息 1,875 1,275

有形固定資産売却損益（△は益） － 11

有形固定資産除却損 580 214

預り保証金の増減額（△は減少） － △600

役員退職慰労金 2,640 －

売上債権の増減額（△は増加） △72,701 △35,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,940 △137,096

仕入債務の増減額（△は減少） 494,481 281,212

未収消費税等の増減額（△は増加） － 2,682

その他の資産・負債の増減額 △14,335 32,695

小計 378,885 340,167

利息及び配当金の受取額 2,989 1,441

利息の支払額 △1,987 △1,449

法人税等の支払額 △67,104 △97,743

法人税等の還付額 58,459 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,242 242,414

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 － △600

有形固定資産の取得による支出 △106,409 △99,383

有形固定資産の売却による収入 － 35

無形固定資産の取得による支出 △3,408 △35,109

投資有価証券の取得による支出 － △148

短期貸付金の増減額（△は増加） △9,000 △7,000

長期貸付けによる支出 △300 －

長期貸付金の回収による収入 3,154 3,497

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 69,082

その他 1,244 2,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,719 △66,820

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 67,100

長期借入金の返済による支出 △49,020 △88,046

リース債務の返済による支出 － △710

自己株式の取得による支出 △312 －

配当金の支払額 △4,844 △4,824

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,177 △26,481
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（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） 202,345 149,113

現金及び現金同等物の期首残高 847,369 1,211,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,049,715 1,360,577
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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）医療機器販売・保守事業・・・医療機器の販売、修理及び保守  

(4）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及び不動産管理及び賃貸 

３．追加情報 

（当第１四半期連結累計期間)  

当第１四半期連結会計期間より医療機器販売・保守事業を営むアクテック㈱を新たに連結の範囲に含めたこ

とに伴い、新たに医療機器販売・保守事業をセグメント区分に追加いたしました。また、アクテック株式会社

の不動産管理及び賃貸による収入をその他の事業に加えたことにより、その他の事業の売上高が5,068千円、

営業利益が3,835千円それぞれ増加しております。 

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） 

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在外支店がないため、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  1,161,470  1,959,555  21,068  3,142,093  －  3,142,093

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  178  178 (178)  －

計  1,161,470  1,959,555  21,246  3,142,272 (178)  3,142,093

営業利益  80,518  105,297  9,600  195,416 (89,801)  105,615

  
臨床検査
事業 
（千円） 

調剤薬局
事業 
（千円） 

医療機器
販売・保
守事業  
（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  1,157,189  2,162,064  158,482  10,625  3,488,361  －  3,488,361

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  105,452  3,188  108,640 (108,640)  －

計  1,157,189  2,162,064  263,934  13,814  3,597,002 (108,640)  3,488,361

営業利益又は営業損失

（△） 
 79,927  176,295  △8,574  2,874  250,523 (108,461)  142,062

〔所在地別セグメント情報〕
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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） 

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（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。  

該当事項はありません。  

〔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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