
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月６日

上場会社名 株式会社日本医療事務センター 上場取引所  東 

コード番号 9652 ＵＲＬ  http://www.nicjp.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）荒井 純一 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員経理部長（氏名）古屋 康夫 （ＴＥＬ）  03（3864）3311 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  14,647  1.4  594  15.5  617  2.2  267  △44.3

22年3月期第１四半期  14,443  △18.9  515  17.3  603  18.5  479  217.5

  
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 

23年３月期第１四半期  12  30 ― 

22年３月期第１四半期  22  09 ― 

  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 

23年３月期第１四半期  25,426  18,306  71.8  841  10

22年３月期  26,745  18,170  67.8  834  84

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 18,262百万円 22年３月期 18,126百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ―   6 00 ― 6 00  12  00

23年３月期 ―  

23年３月期（予想）  6 00 ― 6 00  12  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  29,300  1.0  1,130  0.3  1,150  △3.2  560  △18.5  25  79

通期  59,330  1.6  2,390  △2.4  2,390  △5.8  1,200  △11.4  55  27
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結

業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 23,801,378株 22年３月期 23,801,378株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,089,168株 22年３月期 2,089,123株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 21,712,255株 22年３月期１Ｑ 21,708,332株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益が改善し、景気は着実に回復への基盤が整いつつあ

るものの、欧州の信用不安や円高進行に加え、失業率が高水準にある等依然として厳しい状況となりました。 

 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、本年４月に10年ぶりとなる診療報酬のプラス改定が

行われたものの、医療機関は引続き厳しい経営状況にあり、病院経営の効率化・合理化への取組みが求められてお

ります。一方、福祉関連業界におきましては、政府主導による介護職員の雇用支援が継続し、介護職員の確保は改

善すると期待されます。 

 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、福祉事業の既存事業所において介護利用者や保育

園児が順調に増加したことに加え、教育事業において公共職業訓練の受託の推進等により、増収となりました。 

 利益面につきましては、医療関連受託事業において労務管理の徹底による原価削減を図ったことや、販売管理費

の削減に努めたことで、営業利益、経常利益ともに増益となりました。一方、前年同四半期に関係会社株式売却益

（ 百万円）を特別利益に計上していた反動で、四半期純利益は減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％増）、経常利

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

［セグメントの営業費用の配賦方法の変更について］ 

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 これに伴い、セグメントの営業費用の配賦方法を変更しております。主な変更点は一般管理費の配賦方法であ

り、当該変更により、医療関連受託事業では配賦される費用が減少し、教育事業では増加しました。また、福祉事

業への影響は軽微であります。なお、以下に記載される各セグメントの前年同四半期比増減率については、比較の

ために過年度の実績を組替えた数値を元に算出しております。 

 セグメントの業績は次の通りです。 

①医療関連受託事業 

 既存顧客である医療機関への取引拡大や新規受託の獲得に努めるとともに、ＤＰＣ関連業務や医師事務作業補助

業務等の医事周辺業務の拡充を図りましたが、契約終了の影響もあり、売上高は概ね横ばいとなりました。 

 利益面については、残業等の労務管理を更に徹底して原価削減を図ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％増）と

なりました。 

②教育事業 

 前連結会計年度に引続き公共職業訓練の受託を推進するとともに、診療報酬改定に伴う関連図書の販売が好調に

推移しました。また、教室の効率的な運営、生徒募集費の削減等を行ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（同 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

③福祉事業 

 引続き訪問介護・通所介護を中心に営業活動の強化を行ったことで、既存事業所における利用者数が順調に増加

しました。保育事業所においても園児数が着実に増加しました。 

 一方、給与改定等介護職員確保のための諸施策により、介護職員の人数が順調に増加し、かつ定着率も向上した

ことから、人件費が増加しました。また、新規事業所の開設に伴う先行費用も発生したことで、減益となりまし

た。 

 以上の結果、売上高は 百万円（同 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

④その他 

 主に賃貸収入等により、売上高は 百万円（同 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％増）となりま

した。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

674

14,647 1.4 594 15.5

617 2.2 267 44.3

12,638 0.1 932 4.1

592 12.3 57 112.0

1,352 9.8 37 34.0

64 7.9 34 54.3

- 4 -



（２）連結財政状態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 百万円（ ％）減少し、 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（ ％）減少となりました。こ

れは主に現金及び預金が 百万円減少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。これは主に敷金及び保証金が 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 百万円（ ％）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 百万円増加しましたが、未払法人税等が 百万円、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

は主に賃貸借契約解約損失引当金が 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、

百万円減少し、 百万円となりました。 

 当第１四半期連結累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（前年同四半期比 ％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、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円、減価償却費 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、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、使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。これは主に無

形固定資産の取得による支出 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（前年同四半期比 ％減）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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累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は、現時点では平成22年５月13日発表の内容に変更はありません。 

1,319 4.9 25,426

13,470 1,165 8.0

1,038 11,956

154 1.3 90

1,456 17.0 7,119

6,208 1,300 17.3

199 761 709

911 155 14.6

123

136 0.7 18,306

136

1,038 6,306

818 53.6

565 103 95

986 709

77 1,392

52

142 20.7

102 22
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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。 

 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は３百万円、税金等調整前四半期純利益は107百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は38百万円であります。   

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則 ・手続、表示方法等の変更の概要
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３．連結財務諸表等 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,316,257 7,354,611

受取手形及び売掛金 6,296,759 6,343,730

原材料及び貯蔵品 113,581 87,023

繰延税金資産 515,178 513,961

その他 239,113 347,474

貸倒引当金 △10,851 △11,451

流動資産合計 13,470,039 14,635,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,065,379 3,081,561

土地 5,411,523 5,411,523

その他（純額） 534,680 550,399

有形固定資産合計 9,011,582 9,043,484

無形固定資産   

その他 282,953 292,721

無形固定資産合計 282,953 292,721

投資その他の資産   

投資有価証券 1,061,169 1,062,838

長期貸付金 25,784 28,063

敷金及び保証金 559,128 649,438

繰延税金資産 630,622 629,946

その他 410,983 430,600

貸倒引当金 △26,217 △26,547

投資その他の資産合計 2,661,470 2,774,339

固定資産合計 11,956,006 12,110,545

資産合計 25,426,045 26,745,896

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払金 3,876,143 3,993,968

未払法人税等 321,052 1,082,347

未払消費税等 582,995 764,391

未払費用 433,707 234,513

賞与引当金 144,849 854,142

役員賞与引当金 51,687 42,460

その他 687,700 427,128

流動負債合計 6,208,136 7,508,952
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 45,000 67,500

退職給付引当金 470,451 453,618

役員退職慰労引当金 27,511 39,029

賃貸借契約解約損失引当金 － 123,239

資産除去債務 38,897 －

負ののれん 48,730 54,076

その他 280,845 329,210

固定負債合計 911,436 1,066,674

負債合計 7,119,572 8,575,627

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 6,930,849 6,793,979

自己株式 △1,110,327 △1,110,311

株主資本合計 18,265,021 18,128,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,797 △1,803

評価・換算差額等合計 △2,797 △1,803

新株予約権 44,248 43,905

純資産合計 18,306,473 18,170,269

負債純資産合計 25,426,045 26,745,896
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 14,443,944 14,647,281

売上原価 11,691,326 11,841,392

売上総利益 2,752,617 2,805,889

販売費及び一般管理費 2,237,528 2,211,016

営業利益 515,089 594,872

営業外収益   

受取利息 1,874 595

受取配当金 9,071 10,503

負ののれん償却額 4,258 5,346

デリバティブ評価益 66,857 －

その他 24,424 9,743

営業外収益合計 106,485 26,187

営業外費用   

支払利息 4,344 2,002

有価証券売却損 11,482 －

支払手数料 － 1,246

その他 1,944 441

営業外費用合計 17,770 3,690

経常利益 603,804 617,369

特別利益   

関係会社株式売却益 674,061 －

賃貸借契約解約損失引当金戻入額 － 42,442

その他 998 8,909

特別利益合計 675,059 51,351

特別損失   

固定資産除却損 24,878 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,251

特別損失合計 24,878 103,251

税金等調整前四半期純利益 1,253,985 565,469

法人税等 774,379 298,325

少数株主損益調整前四半期純利益 － 267,143

四半期純利益 479,606 267,143
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,253,985 565,469

減価償却費 83,097 95,254

負ののれん償却額 △4,258 △5,346

デリバティブ評価損益（△は益） △66,857 －

有価証券売却損益（△は益） 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） △655,576 △709,293

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,782 9,227

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） △8,330 △123,239

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,251

貸倒引当金の増減額（△は減少） △510 △930

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,248 16,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,443 △11,517

受取利息及び受取配当金 △10,945 △11,098

支払利息 4,344 2,002

固定資産除却損 24,878 －

売上債権の増減額（△は増加） △285,148 46,970

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,401 △26,557

その他 641,560 207,913

小計 349,537 158,938

利息及び配当金の受取額 10,571 10,948

利息の支払額 △4,508 △2,061

法人税等の支払額 △888,484 △986,307

営業活動によるキャッシュ・フロー △532,883 △818,481

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 162,348 －

有形固定資産の取得による支出 △83,317 △29,672

無形固定資産の取得による支出 △70,000 △52,475

関係会社株式の売却による収入 1,401,650 －

その他 △17,758 4,610

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,392,922 △77,537

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） △341 －

長期借入金の返済による支出 △58,500 △22,500

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △103,620 △102,851

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,915 △16,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,376 △142,335

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,322 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 693,984 △1,038,354

現金及び現金同等物の期首残高 4,842,209 7,344,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,536,194 6,306,257
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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  

  

前第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。 

（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） 

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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、社内業績管理単位であるサービス別形態を基礎とし、「医療関連受託事業」、「教育事業」、「福祉

事業」を報告セグメントとしております。 

「医療関連受託事業」は、受付、会計、診療報酬請求業務等医事業務の受託・人材派遣、医療機関に対するコ

ンサルティング等を行っております。 

「教育事業」は、医療事務等の医事関連講座、ホームヘルパー等の福祉関連講座及び診療報酬請求事務技能等

の認定業務等を行っております。 

「福祉事業」は、訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、居宅介護支援、福祉用具

の貸与・販売、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、短期入所生活介護（ショートステイ）、特定施

設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）、小規模多機能型居宅介護等の介護事業及び保育事業を行っており

ます。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 （単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産賃貸業務、損害保険代理店業務等を含んでおりま

す。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）  

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

〔セグメント情報〕

  

 報告セグメント 
その他 

（注）  
合計 医療関連受

託事業 
教育事業 福祉事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  12,638,404  592,401  1,352,412  14,583,218  64,063  14,647,281

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 200  －  －  200  －  200

 計  12,638,604  592,401  1,352,412  14,583,418  64,063  14,647,481

セグメント利益  932,326  57,782  37,226  1,027,334  34,117  1,061,452

利益  金額 

報告セグメント計  1,027,334

「その他」の区分の利益  34,117

全社費用（注）  △466,580

四半期連結損益計算書の営業利益  594,872
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（追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間において用いた報告セグメントに

より区分すると、次のようになります。 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第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） 

 （単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産賃貸業務、損害保険代理店業務等を含んでおりま

す。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）  

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

該当事項はありません。 

  

 報告セグメント 
その他 

（注）  
合計 医療関連受

託事業 
教育事業 福祉事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  12,625,530  527,620  1,231,436  14,384,588  59,355  14,443,944

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  14,384,638  59,355  14,443,994

セグメント利益  895,330  27,257  56,384  978,972  22,114  1,001,087

利益  金額 

報告セグメント計  978,972

「その他」の区分の利益  22,114

全社費用（注）  △485,997

四半期連結損益計算書の営業利益  515,089

（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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