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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 10,833 14.0 313 △11.5 347 △9.0 191 △2.9
21年3月期第3四半期 9,500 ― 353 ― 382 ― 196 ―

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3四半期 46.11 ―
21年3月期第3四半期 46.74 ―

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3四半期 7,866 4,145 52.7 1,000.04
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3四半期  4,145百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,145,647株 21年3月期第3四半期 4,211,825株
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当第３四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から、アジア諸国

を中心とした輸出や生産の持ち直し及び政府の経済対策などで回復の兆しがみられたものの、企業収益や雇用情勢

の悪化など、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、個人消費の落ち込みに留らず、設備投資の大

幅な減少や雇用情勢の悪化など、景気の低迷は長期化の様相を呈しております。 

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た積極的な営業活動を展開す

ると共に、生産性や付加価値向上を目的とした積極的な設備投資及び省エネルギーなどの環境問題にも取り組んで

まいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高10,833百万円（前年同期比14.0％増）、営

業利益313百万円（同11.5％減）、経常利益347百万円（同9.0％減）、四半期純利益191百万円（同2.9％減）と増

収減益になりました。 

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、情報収集力の拡大強化と一元管理

及び情報伝達機能を強化することによって営業力の均勢化を図ってまいりました。一方では、原材料費・外注費な

どの原価コストの更なる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

ましたが、効果が出るまでには相応の時間を要することから、売上高3,379百万円（前年同期比0.1％増）、営業利

益70百万円（同53.2％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）は横這いでありましたが、イ

ンフルエンザの発生等により、既存店舗の売上が順調に増加いたしました。一方では、調剤過誤防止システムや調

剤システムのセンターサーバ化など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6,706百万円

（前年同期比10.2％増）、営業利益542百万円（同6.6％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709百万円、営業利益1百万円になりました。 

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38百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益14百万円（前年同

期は18百万円の営業損失）になりました。  

  

(1）連結財政状態  

① 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、7,866百万円（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1,086百万円増加いたしました。 

流動資産は、4,918百万円（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817百万円増加

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

したこと及び調剤薬局事業の売上が順調に推移したことなどにより、受取手形及び売掛金（前連結会計年度末比

461百万円増）及び商品（同269百万円増）などが増加したことによるものであります。 

固定資産は、2,948百万円（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268百万円増加

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などにより、土地（前連結会計年

度末比127百万円増）、建物及び構築物（同41百万円増）など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３四半期連結会計期間末の負債は、3,720百万円（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959百万円増加いたしました。 

流動負債は、3,287百万円（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997百万円増加

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1,089百万円増）の増加がありましたが、一方では、未払金（同121百万円減）の減少があったことによるも

のであります。 

固定負債は、432百万円（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38百万円減少いたし

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16百万円

増）などの増加がありましたが、一方では、長期借入金（同78百万円減）の返済が進んだことによるものであり

ます。  

③ 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、4,145百万円（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127百万円増加いたしました。これは、四半期純利益191百万円がありましたが、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6.6ポイント減少し52.7％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

45円73銭増加し1,000円04銭になりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、1,454百万円

（前年同期比12.0％増）になりました。 

当第３四半期連結累計期間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37百万円減少し、588百万円（前年同期比6.0％減）になりま

した。 

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益346百万円（前年同期比14百万円減）、減価償却費226百万円（同53

百万円増）及び仕入債務の増加626百万円（同107百万円増）であり、主な減少要因は、売上債権の増加179百万円

（同55百万円増）、たな卸資産の増加241百万円（同9百万円増）及び法人税等の支払額185百万円（同36百万円

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114百万円増加し、207百万円（前年同比122.7％増）になりまし

た。 

主な増加要因は、定期預金の払戻による収入77百万円（前年同期比74百万円増）及び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サーバ化などにより、有形

固定資産の取得による支出244百万円（同45百万円増）、無形固定資産の取得による支出100百万円（同94百万円

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153百万円（前年同期比14百万円増）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、137百万円（前年同

期比68.6％増）の支出となり、前年同期に比べ55百万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厳しい状況が続くことが見込まれま

す。 

このような状況の下、当社グループの売上高は、調剤薬局事業において、インフルエンザが沈静化しましたが、

相応の売上を確保する見込みであり、臨床検査事業におきましても、前述の新規取引先などの売上寄与が見込まれ

ます。また、利益面につきまして、調剤薬局事業における調剤システムのセンターサーバ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などに伴う人件費や検査機器等の購入による経費先行が見込まれるため、売上

及び各利益とも前回予想を据え置いております。 

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,655,372 1,583,898

受取手形及び売掛金 2,495,730 2,033,900

商品及び製品 685,265 416,108

仕掛品 6,174 11,179

原材料及び貯蔵品 25,345 16,452

繰延税金資産 55,858 55,858

その他 104,538 103,266

貸倒引当金 △110,177 △120,445

流動資産合計 4,918,108 4,100,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,701,124 1,568,543

減価償却累計額 △1,016,236 △925,447

建物及び構築物（純額） 684,888 643,095

機械装置及び運搬具 84,201 67,402

減価償却累計額 △77,103 △61,067

機械装置及び運搬具（純額） 7,097 6,335

工具、器具及び備品 1,817,756 1,710,377

減価償却累計額 △1,417,757 △1,330,911

工具、器具及び備品（純額） 399,999 379,465

土地 872,732 744,983

リース資産 28,576 9,976

減価償却累計額 △5,675 △1,757

リース資産（純額） 22,900 8,219

有形固定資産合計 1,987,617 1,782,099

無形固定資産   

その他 139,927 83,705

無形固定資産合計 139,927 83,705

投資その他の資産   

投資有価証券 121,043 107,398

長期貸付金 36,540 40,896

長期前払費用 25,102 26,529

差入保証金 342,585 339,410

繰延税金資産 244,315 248,680

その他 248,042 304,657

貸倒引当金 △197,157 △253,845

投資その他の資産合計 820,473 813,726

固定資産合計 2,948,018 2,679,531

資産合計 7,866,126 6,779,750
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,373,847 1,284,724

短期借入金 466,898 491,394

リース債務 8,147 2,857

未払法人税等 78,392 108,880

未払金 101,013 222,903

役員賞与引当金 － 7,500

賞与引当金 19,547 59,988

その他 240,133 112,260

流動負債合計 3,287,980 2,290,509

固定負債   

長期借入金 93,018 171,089

リース債務 22,779 5,823

役員退職慰労引当金 42,610 35,488

退職給付引当金 268,353 255,656

その他 5,575 2,550

固定負債合計 432,337 470,607

負債合計 3,720,318 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 2,176,663 2,031,114

自己株式 △27,246 △2,067

株主資本合計 4,148,037 4,027,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,229 △9,034

評価・換算差額等合計 △2,229 △9,034

純資産合計 4,145,808 4,018,633

負債純資産合計 7,866,126 6,779,750
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,500,430 10,833,683

売上原価 6,458,119 7,670,016

売上総利益 3,042,310 3,163,667

販売費及び一般管理費 2,688,322 2,850,337

営業利益 353,988 313,330

営業外収益   

受取利息 3,039 2,440

受取配当金 2,779 1,673

受取賃貸料 32,476 29,505

その他 23,070 25,814

営業外収益合計 61,366 59,433

営業外費用   

支払利息 6,004 6,332

賃貸収入原価 21,178 17,080

投資事業組合運用損 1,521 －

その他 4,600 1,738

営業外費用合計 33,304 25,151

経常利益 382,050 347,612

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,605

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 7,605

特別損失   

固定資産売却損 85 5,054

固定資産除却損 3,071 3,787

会員権評価損 154 150

役員退職慰労金 2,640 －

減損損失 26,770 －

特別損失合計 32,721 8,991

税金等調整前四半期純利益 360,862 346,226

法人税等 163,998 155,075

四半期純利益 196,864 191,150
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,254,748 3,827,954

売上原価 2,235,773 2,772,577

売上総利益 1,018,974 1,055,376

販売費及び一般管理費 948,090 1,031,315

営業利益 70,883 24,061

営業外収益   

受取利息 1,894 763

受取配当金 450 614

受取賃貸料 8,171 8,275

その他 7,332 6,901

営業外収益合計 17,848 16,555

営業外費用   

支払利息 2,317 2,532

賃貸収入原価 7,136 6,837

その他 1,230 554

営業外費用合計 10,685 9,925

経常利益 78,047 30,692

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 13,248

特別利益合計 － 13,248

特別損失   

固定資産売却損 － 5,043

固定資産除却損 220 1,245

会員権評価損 － 150

特別損失合計 220 6,438

税金等調整前四半期純利益 77,826 37,502

法人税等 34,919 14,637

四半期純利益 42,907 22,864
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 360,862 346,226

減価償却費 173,455 226,799

減損損失 26,770 －

のれん償却額 187 －

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 1,675 150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,741 7,122

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 10,574

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） △48,144 △42,783

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,061 △72,866

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △22,000 －

受取利息及び受取配当金 △5,818 △4,113

支払利息 6,004 6,332

有形固定資産売却損益（△は益） △3 5,054

有形固定資産除却損 3,071 3,787

預り保証金の増減額（△は減少） △340 △600

役員退職慰労金 2,640 －

売上債権の増減額（△は増加） △123,835 △179,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △231,849 △241,761

仕入債務の増減額（△は減少） 518,804 626,158

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,883 △15,594

その他の資産・負債の増減額 65,573 113,169

小計 771,744 777,426

利息及び配当金の受取額 4,371 2,834

利息の支払額 △5,965 △6,343

債務保証履行による支払額 △51,913 －

法人税等の支払額 △148,834 △185,771

法人税等の還付額 76,311 －

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 625,943 588,146

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 － △27,168

定期預金の払戻による収入 3,010 77,563

有形固定資産の取得による支出 △198,906 △244,228

有形固定資産の売却による収入 34,443 937

無形固定資産の取得による支出 △6,331 △100,990

投資有価証券の取得による支出 － △444

短期貸付金の増減額（△は増加） △8,000 △6,000

長期貸付けによる支出 △300 －

長期貸付金の回収による収入 6,083 4,355

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 77,005 19,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,994 △207,077
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） － 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 △139,052 △153,078

リース債務の返済による支出 － △3,927

自己株式の取得による支出 △383 －

配当金の支払額 △42,141 △45,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,576 △137,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 451,372 243,513

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 1,298,741 1,454,978
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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  1,112,559  2,133,945  8,243  3,254,748  －  3,254,748

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  178  178 ( )178  －

計  1,112,559  2,133,945  8,421  3,254,927 ( )178  3,254,748

営業利益又は営業損失（△）  17,436  160,387  △2,855  174,968 ( )104,084  70,883

  
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  1,122,000  2,320,862  371,785  13,306  3,827,954  －  3,827,954

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  86,759  3,203  89,962 ( )89,962  －

計  1,122,000  2,320,862  458,544  16,510  3,917,917 ( )89,962  3,827,954

営業利益又は営業損失

（△） 
 △21,771  131,600  9,165  7,072  126,067 ( )102,005  24,061

  
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  3,376,259  6,087,730  36,439  9,500,430  －  9,500,430

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  535  535 ( )535  －

計  3,376,259  6,087,730  36,975  9,500,965 ( )535  9,500,430

営業利益又は営業損失（△）  150,649  509,261  △18,951  640,959 ( )286,970  353,988

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

- 12 -



当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間） 

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15,205

千円、営業利益が11,179千円それぞれ増加しております。  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

  
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 
 3,379,330  6,706,184  709,997  38,170  10,833,683  －  10,833,683

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  309,636  9,586  319,222 ( )319,222  －

計  3,379,330  6,706,184  1,019,634  47,756  11,152,906 ( )319,222  10,833,683

営業利益又は営業損失

（△） 
 70,487  542,831  1,382  14,911  629,612 ( )316,282  313,330

〔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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