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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 7,005 12.2 286 1.3 314 3.4 168 9.3
21年3月期第2四半期 6,245 ― 283 ― 304 ― 153 ―

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2四半期 40.59 ―
21年3月期第2四半期 36.55 ―

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2四半期 7,534 4,131 54.8 996.57
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2四半期  4,131百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,007 11.5 342 △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 
１．平成22年３月期の業績予想については、平成21年５月15日に公表しました予想値を修正しております。業績予想に関する事項については、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覧ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,145,647株 21年3月期第2四半期 4,211,915株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷が政府の経済対策

などで一部回復の兆しはみられたものの、企業収益や雇用情勢は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

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、個人消費は一部持ち直しているものの設備投

資の減少や雇用情勢の悪化など、景気の低迷は長期化を呈しております。 

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及びリスク管理を基本とし、積極的な営業活動を展開す

ると共にコスト削減、省エネルギー等の環境問題にも取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高7,005百万円（前年同期比12.2％増）、営

業利益286百万円（同1.3％増）、経常利益314百万円（同3.4％増）、四半期純利益168百万円（同9.3％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、同業他社との競合が激化している中にあって、営業力の強化及び原材料費・外注

費などの原価コストの圧縮を図ってまいりました。その結果、新規顧客の獲得に一定の成果を上げることが出来ま

した。しかし、相応の効果が出るまでには時間を要することから、売上高2,257百万円（前年同期比0.3％減）、営

業利益90百万円（同32.0％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）は横這いとなりましたが、イ

ンフルエンザの発生等により、既存店舗の売上が増加致しました。一方、調剤過誤防止システムや調剤システムの

センター化等の設備投資に伴う経費の支出がありました。 

この結果、売上高4,385百万円（同10.9％増）、営業利益410百万円（同17.7％増）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が、売上高338百万円、営業損失9百万円になりました。 

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つきましては、売上高24百万円（同11.8％減）、営業利益9百万円（前年同期は16百

万円の営業損失）になりました。 

(1）連結財政状態 

① 当第２四半期末の総資産は、7,534百万円（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

754百万円増加いたしました。 

流動資産は、4,523百万円（前連結会計年度末4,100百万円）となり、前連結会計年度末に比べ423百万円増加

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（前連結会計年度末比274百万円増）並びに商品（同69百万円増）等が

増加したことによるものであります。 

固定資産は、3,010百万円（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331百万円増加

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61百万円増）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
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② 当第２四半期連結会計期間末の負債は、3,402百万円（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641百万円増加いたしました。 

流動負債は、2,954百万円（前連結会計年度末2,290百万円）となり、前連結会計年度末に比べ663百万円増加

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600百万円増）並びに賞与引当金（同94百万円増）の増加がありましたが、一方では、未払金（同102百万円

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、448百万円（前連結会計年度末470百万円）となり、前連結会計年度末に比べ22百万円減少いたし

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（前連結会計年度末比19百万円

増）等の増加がありましたが、一方では、長期借入金（同56百万円減）の返済が進んだことによるものでありま

す。  

③ 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、4,131百万円（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112百万円増加いたしました。これは、四半期純利益168百万円がありましたが、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4.5ポイント減少し54.8％になり

ました。 

また、１株当たり純資産につきましては、前述した利益剰余金及び自己株式の増加により、連結会計年度末比

42円26銭増加し996円57銭になりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、1,381百万円

（前年同期比11.4％増）になりました。 

当第２四半期連結累計期間末における各連結キャッシュ・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62百万円減少し、436百万円（前年同期比12.5％減）になり

ました。 

主な増加要因は、減価償却費142百万円（前年同期比31百万円増）、賞与引当金の増加額92百万円（同25百万円

増）、税金等調整前四半期純利益308百万円（前年同期比25百万円増）であり、主な減少要因は、法人税等の支払

額97百万円（同30百万円増）です。 

（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96百万円増加し、162百万円（前年同比144.8％増）になりました。

主な増加要因は、子会社株式の取得による収入69百万円であり、主な減少要因は、調剤過誤防止システムや調剤

システムのセンター化等により、有形固定資産の取得による支出182百万円（前年同期比47百万円増）、無形固定

資産の取得による支出62百万円（同57百万円増）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、長期借入金の返済が120百万円（前年同期比24百万円増）及び配当金の支払が45百万

円（同3百万円増）ありましたが、子会社による短期借入金65百万円の調達もあったことから、103百万円（前年同

期比166.7％増）の支出となり、前年同期に比べ64百万円増加いたしました。 

今後の景気見通しにつきましては、企業業績や個人消費の低迷が長期化して厳しい状況が続くことが見込まれま

す。 

このような状況下ではありますが、当社グループの売上高は、調剤薬局店舗が引き続き順調に推移する見通しで

あり、臨床検査におきましても、前述の新規取引先等による増収が見込まれますが、利益面につきましては、調剤

システムのセンター化に関わる経費や臨床検査事業における新規取引先の確保等に伴う人件費や検査機器等の購入

により経費が先行することが見込まれるため前回予想を据え置いております。 

詳細につきましては平成21年11月６日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理  

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２四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。 

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,673,084 1,583,898

受取手形及び売掛金 2,308,458 2,033,900

商品及び製品 485,967 416,108

仕掛品 12,498 11,179

原材料及び貯蔵品 16,971 16,452

繰延税金資産 55,858 55,858

その他 75,531 103,266

貸倒引当金 △105,143 △120,445

流動資産合計 4,523,226 4,100,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,728,570 1,568,543

減価償却累計額 △1,023,712 △925,447

建物及び構築物（純額） 704,857 643,095

機械装置及び運搬具 84,201 67,402

減価償却累計額 △76,090 △61,067

機械装置及び運搬具（純額） 8,110 6,335

工具、器具及び備品 1,798,248 1,710,377

減価償却累計額 △1,375,949 △1,330,911

工具、器具及び備品（純額） 422,298 379,465

土地 872,732 744,983

リース資産 28,576 9,976

減価償却累計額 △4,059 △1,757

リース資産（純額） 24,516 8,219

有形固定資産合計 2,032,516 1,782,099

無形固定資産   

その他 148,226 83,705

無形固定資産合計 148,226 83,705

投資その他の資産   

投資有価証券 121,859 107,398

長期貸付金 37,043 40,896

長期前払費用 25,575 26,529

差入保証金 354,755 339,410

繰延税金資産 238,545 248,680

その他 302,194 304,657

貸倒引当金 △249,745 △253,845

投資その他の資産合計 830,228 813,726

固定資産合計 3,010,970 2,679,531

資産合計 7,534,197 6,779,750
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,885,214 1,284,724

短期借入金 522,613 491,394

リース債務 8,077 2,857

未払法人税等 152,314 108,880

未払金 120,410 222,903

役員賞与引当金 － 7,500

賞与引当金 154,556 59,988

その他 111,097 112,260

流動負債合計 2,954,283 2,290,509

固定負債   

長期借入金 114,217 171,089

リース債務 24,843 5,823

役員退職慰労引当金 39,935 35,488

退職給付引当金 263,931 255,656

その他 5,575 2,550

固定負債合計 448,502 470,607

負債合計 3,402,786 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 2,153,798 2,031,114

自己株式 △27,246 △2,067

株主資本合計 4,125,172 4,027,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,238 △9,034

評価・換算差額等合計 6,238 △9,034

純資産合計 4,131,411 4,018,633

負債純資産合計 7,534,197 6,779,750
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,245,681 7,005,728

売上原価 4,222,345 4,897,438

売上総利益 2,023,336 2,108,290

販売費及び一般管理費 1,740,231 1,821,512

営業利益 283,104 286,778

営業外収益   

受取利息 1,145 1,676

受取配当金 2,329 1,059

受取賃貸料 24,305 21,229

その他 15,738 18,912

営業外収益合計 43,517 42,878

営業外費用   

支払利息 3,687 3,799

賃貸収入原価 14,041 10,242

その他 4,890 1,184

営業外費用合計 22,619 15,226

経常利益 304,003 314,429

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10,095

前期損益修正益 11,445 －

固定資産売却益 88 －

特別利益合計 11,533 10,095

特別損失   

固定資産売却損 85 11

固定資産除却損 2,850 2,541

投資有価証券評価損 － 13,248

会員権評価損 154 －

役員退職慰労金 2,640 －

減損損失 26,770 －

特別損失合計 32,501 15,801

税金等調整前四半期純利益 283,035 308,724

法人税等 129,079 140,438

四半期純利益 153,956 168,286
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,103,587 3,517,367

売上原価 2,037,383 2,483,559

売上総利益 1,066,204 1,033,808

販売費及び一般管理費 915,940 898,590

営業利益 150,263 135,217

営業外収益   

受取利息 476 821

受取賃貸料 8,913 8,617

その他 6,569 6,381

営業外収益合計 15,959 15,820

営業外費用   

支払利息 1,812 2,523

賃貸収入原価 6,569 5,121

その他 4,844 167

営業外費用合計 13,226 7,812

経常利益 152,996 143,226

特別利益   

固定資産売却益 88 －

特別利益合計 88 －

特別損失   

固定資産売却損 85 －

固定資産除却損 2,270 2,327

投資有価証券評価損 － 13,248

減損損失 26,770 －

特別損失合計 29,126 15,575

税金等調整前四半期純利益 123,959 127,650

法人税等 58,519 59,802

四半期純利益 65,440 67,848
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 283,035 308,724

減価償却費 111,121 142,746

減損損失 26,770 －

のれん償却額 125 －

負ののれん償却額 － △3,834

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 188

会員権評価損 1,675 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,599 4,447

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,458 6,151

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △7,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,390 92,226

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,064 △25,161

受取利息及び受取配当金 △3,474 △2,735

支払利息 3,687 3,799

有形固定資産売却損益（△は益） △3 11

有形固定資産除却損 2,850 2,541

預り保証金の増減額（△は減少） △303 △600

役員退職慰労金 2,640 －

売上債権の増減額（△は増加） △65,350 △44,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,848 △40,413

仕入債務の増減額（△は減少） 105,983 97,617

未収消費税等の増減額（△は増加） 16,918 －

未払消費税等の増減額（△は減少） － △3,063

その他の資産・負債の増減額 21,389 △6,666

小計 509,732 537,406

利息及び配当金の受取額 3,439 1,599

利息の支払額 △4,069 △4,972

法人税等の支払額 △67,105 △97,758

法人税等の還付額 76,246 －

役員退職慰労金の支払額 △19,771 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,471 436,275

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 － △11,200

定期預金の払戻による収入 － 15,011

有価証券の売却による収入 1,217 －

有形固定資産の取得による支出 △135,565 △182,776

有形固定資産の売却による収入 443 35

無形固定資産の取得による支出 △4,933 △62,541

投資有価証券の取得による支出 － △296

長期貸付けによる支出 △300 －

長期貸付金の回収による収入 4,901 3,852

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 67,791 6,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,446 △162,643
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 65,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △96,460 △120,486

リース債務の返済による支出 － △2,313

自己株式の取得による支出 △383 －

配当金の支払額 △41,898 △45,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,741 △103,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 393,283 170,320

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 1,240,653 1,381,785
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  

（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  1,102,230  1,994,229  7,128  3,103,587  －  3,103,587

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  178  178 (178)  －

計  1,102,230  1,994,229  7,307  3,103,766 (178)  3,103,587

営業利益又は営業損失（△）  40,256  228,814  △25,722  243,348 (93,084)  150,263

  
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  1,100,141  2,223,257  179,730  14,238  3,517,367  －  3,517,367

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  117,425  3,193  120,618 (120,618)  －

計  1,100,141  2,223,257  297,155  17,432  3,637,986 (120,618)  3,517,367

営業利益又は営業損失

（△） 
 7,854  227,549  △714  6,344  241,033 (105,815)  135,217
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間）  

第１四半期連結会計期間より医療機器販売・保守事業等を営むアクテック株式会社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10,137千

円、営業利益が7,398千円それぞれ増加しております。  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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。 

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  
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  2,263,700  3,953,784  28,196  6,245,681  －  6,245,681

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  357  357 (357)  －

計  2,263,700  3,953,784  28,553  6,246,038 (357)  6,245,681

営業利益又は営業損失（△）  133,213  348,874  △16,096  465,991 (182,886)  283,104

  
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  2,257,330  4,385,321  338,212  24,864  7,005,728  －  7,005,728

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  222,877  6,382  229,259 (229,259)  －

計  2,257,330  4,385,321  561,089  31,246  7,234,988 (229,259)  7,005,728

営業利益又は営業損失

（△） 
 90,539  410,507  △9,273  9,282  501,055 (214,277)  286,778

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

（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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