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（百万円未満切捨て） 

１. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

（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２四半期 39,737 3.6 2,571 1.8 2,821 8.9 1,553 △0.2 

22年３月期第２四半期 38,356 2.7 2,525 23.9 2,591 13.0 1,557 21.6 

 

 
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

23年３月期第２四半期 87 12 ― ― 

22年３月期第２四半期 91 16 ― ― 

 

（２）連結財政状態 
 

 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２四半期 55,232 30,683 55.2 1,709 35

22年３月期 55,985 29,618 52.5 1,649 68

（参考） 自己資本  23年３月期第２四半期 30,479百万円  22年３月期 29,416百万円 

 

２. 配当の状況 

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 ― ― 4 00 ― ― 12 00 16 00 

23年３月期 ― ― 10 00   

23年３月期（予想）  ― ― 10 00 20 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

※22年３月期期末配当金の内訳  記念配当 4円00銭 

 

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） 
（％表示は、対前期増減率） 

 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

通    期 79,772 2.5 5,515 5.9 5,770 5.9 3,221 △5.0 180 64

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 



 
 

 

 

４. その他（詳細は〔添付資料〕Ｐ.３「２．その他の情報」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 

新規 ― 社       除外 ― 社 

（注）１．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．(株)エム・イー・工房および(有)山本綿業を、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めてお

りますが、特定子会社には該当しません。 

 

（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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 18,020,673株 22年３月期 18,020,673株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 189,406株 22年３月期 189,157株

③ 期中平均株式数（四半期累計) 23年３月期２Ｑ 17,831,426株 22年３月期２Ｑ 17,081,759株

 

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してお

りません。 

 

※ 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、

四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ.３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州での信用不安や米中経済の足踏みに

加えて、急激な円高が懸念される中、国内企業の動向は、少しずつ改善の兆しを見せつつも依然

厳しい雇用情勢が継続し、先行きへの不透明感を払拭するには至らず、企業・家計共に慎重さを

残したまま推移しました。 

当社グループの事業におきましても、ヘルスケア関連事業は老齢人口の増加を背景に堅調に推

移しておりますが、環境サービス事業では顧客先である法人の経費削減や個人の消費減退が続い

ており、景気後退の影響が残る結果となりました。 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、コア

セグメントである「健康生活サービス」、「調剤サービス」が、第１四半期の好調さを持続した

まま堅調に推移し、「環境サービス」の減収を吸収し増収を果たすことができました。「健康生

活サービス」では、病院や福祉施設からの各種アウトソーシング事業を手掛ける病院関連事業が

新規アイテムの拡販やＳＰＤ業務の受託、大型ＰＦＩ案件（多摩総合医療センター・小児総合医

療センター）の受託等により好調に推移、また介護用品のレンタルを行うシルバー事業も地域密

着の木目細かな営業展開により、市場の伸びを上回り着実に顧客を増やし、増収増益を達成する

ことができました。一方で、平成22年度の薬価改定によりマイナス改定となりました「調剤サー

ビス」では、技術料売上の増加があったものの、薬剤仕入の増加の影響が大きく、前年同期比減

益となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高397億37百万円（前年同期

比13億80百万円増 3.6％増）と順調に推移することができました。また、利益面につきましては、

営業利益は25億71百万円（前年同期比46百万円増 1.8％増）、経常利益は28億21百万円（前年同

期比2億29百万円増 8.9％増）と増益を達成しましたが、四半期純利益は、ほぼ前年同期並みの15

億53百万円（前年同期比3百万円減 0.2％減）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は552億32百万円（前連結会計年度末比7億52百万円減）、負債

は245億49百万円(前連結会計年度末比18億16百万円減)となりました。純資産は306億83百万円

（前連結会計年度末比10億64百万円増）、自己資本比率は55.2％（前連結会計年度末比2.6ポイン

ト増）となりました。 

このうち、負債の減少につきましては、支払手形及び買掛金が3億61百万円増加したものの、借

入金が15億76百万円および設備投資等に伴う未払金が6億51百万円減少したことなどによるもので

あります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は平成22年７月29日に修正発表いたしました業績予想通り堅

調に推移いたしましたが、主要セグメントである調剤サービスにおいて、薬価改定に伴う薬剤卸

各社との薬価交渉が妥結しておりませんので、平成23年３月期通期の連結業績予想につきまして

は、平成22年５月14日の当初予想数値をそのまま踏襲いたします。 

 

２. その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 
 
該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
 

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法によっております。 

 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、主として加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法によっております。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場合

には、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作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、経常利益はそれぞれ4百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、65

百万円減少しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
 

該当事項はありません。 
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３. 四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,203 8,709

受取手形及び売掛金 10,843 10,773

たな卸資産 2,496 2,233

繰延税金資産 2,147 2,355

その他 568 1,013

貸倒引当金 △124 △123

流動資産合計 25,134 24,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,748 9,915

機械装置及び運搬具（純額） 1,953 2,088

土地 8,661 8,509

その他（純額） 2,047 1,788

有形固定資産合計 22,411 22,301

無形固定資産   

のれん 370 384

その他 820 827

無形固定資産合計 1,191 1,211

投資その他の資産   

投資有価証券 2,373 2,775

繰延税金資産 1,729 2,403

その他 2,432 2,366

貸倒引当金 △39 △36

投資その他の資産合計 6,495 7,509

固定資産合計 30,098 31,022

資産合計 55,232 55,985
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,874 8,512

短期借入金 2,887 3,791

1年内償還予定の社債 170 240

未払法人税等 395 482

賞与引当金 1,145 1,041

役員賞与引当金 28 69

その他 3,092 3,790

流動負債合計 16,593 17,929

固定負債   

社債 1,500 1,550

長期借入金 3,269 3,942

繰延税金負債 41 45

退職給付引当金 1,257 1,201

役員退職慰労引当金 311 300

その他 1,575 1,397

固定負債合計 7,955 8,436

負債合計 24,549 26,366

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,108 8,108

資本剰余金 4,662 4,662

利益剰余金 18,167 16,817

自己株式 △205 △205

株主資本合計 30,731 29,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △231 54

繰延ヘッジ損益 △20 △20

評価・換算差額等合計 △251 34

新株予約権 2 －

少数株主持分 200 202

純資産合計 30,683 29,618

負債純資産合計 55,232 55,985
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 38,356 39,737

売上原価 29,022 30,244

売上総利益 9,333 9,492

販売費及び一般管理費 6,808 6,921

営業利益 2,525 2,571

営業外収益   

受取利息 14 11

受取配当金 32 33

匿名組合投資利益 － 79

保険解約返戻金 － 85

その他 128 140

営業外収益合計 175 350

営業外費用   

支払利息 81 77

その他 28 23

営業外費用合計 109 101

経常利益 2,591 2,821

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 43

貸倒引当金戻入額 7 0

特別利益合計 8 43

特別損失   

固定資産除却損 38 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60

その他 1 15

特別損失合計 40 79

税金等調整前四半期純利益 2,559 2,784

法人税、住民税及び事業税 336 345

法人税等調整額 663 888

法人税等合計 999 1,233

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,551

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △1

四半期純利益 1,557 1,553
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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