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

23年3月期第3四半期 43,860 0.5 1,889 4.1 1,994 5.1 885 △15.5
22年3月期第3四半期 43,622 △12.7 1,814 △0.2 1,897 58.2 1,048 301.3

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3四半期 40.78 ―
22年3月期第3四半期 48.28 ―

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3四半期 25,938 18,728 72.1 861.50
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3四半期  18,705百万円 22年3月期  18,126百万円

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   

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 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 12.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 58,120 △0.4 2,390 △2.4 2,460 △3.0 1,110 △18.1 51.12



(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 

（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、【添付資料】P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  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3Q 21,712,225株 22年3月期3Q 21,710,083株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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、設備投資は持ち直しているものの、欧州

の信用不安や円相場の高止まりに加え、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、昨年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、医療機関の厳しい経営状況は継続し、病院の効率化・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奏功し、介護職員の確保は改善するこ

とが期待されます。 

 このような状況の中、当社グループの業績につきましては、医療関連受託事業における労働者派遣契約の見直し

に伴う契約終了の影響がありましたが、福祉事業において訪問・通所介護の既存事業所の利用者数が順調に増加

し、教育事業において公共職業訓練の受託が好調に推移したことで、売上高は概ね横ばいとなりました。 

 利益面につきましては、教育事業における増収効果や、販売管理費の削減に努めたことにより、営業利益、経常

利益ともに増益を確保しました。 

 また、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た影響や、派遣契約の終了となる

社員への特別退職一時金等の支払いにより、特別損失として特別退職金及び特別退職引当金繰入額を合計 百万

円計上しました。その結果、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。 

 セグメントの業績は次の通りです。 

 当社グループは、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、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、比較のため過年度の実績を組替えた

数値を元に算出しております。 

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ってまいりました。また、労務管理を更に徹底してコスト削減に努めてまいりま

した。 

 しかし、労働者派遣契約の見直しに伴う契約終了の影響等もあり、売上高・セグメント利益ともに横ばいで推移

しました。 

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

となりました。 

②教育事業 

 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、引

続き教室運営の効率化に努めました。 

 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 

 引続き営業活動の強化を行ったことで、訪問・通所介護を中心に既存事業所における利用者数が増加し、売上高

は順調に推移しました。一方、利益面においては、新規事業所の開設等事業拡大に伴う費用が増加した影響で、減

益となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、通所介護事業所（デイサービス）３ヵ所、短期入所生活介護事業所

（ショートステイ）１ヵ所、居宅介護支援事業所１ヵ所を開設しております。 

 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 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 ％増）となりま

した。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

674

162

43,860 0.5 1,889 4.1

1,994 5.1 885 15.5

37,790 0.6 2,937 0.2

1,672 6.7 132 64.9

4,216 9.0 116 37.7

181 1.5 89 33.1
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（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３四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、受取手形及び売掛金が 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、主に投資有価証券が

百万円、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３四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、未払金が 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、長期借入金が 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３四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３四半期連結会計期間末における現金等同等物（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３四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、得られた資金は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。これは、法人税等の支

払額 百万円、賞与引当金の減少額 百万円等により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益

百万円、減価償却費 百万円、未払金の増加額 百万円等による資金の増加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

有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３四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、通期の連結業績予想

につきましては、現時点では平成22年11月９日発表の内容に変更はありません。 

807 3.0 25,938

14,101 534 3.7

293 150

11,837 272 2.3

190 81

1,365 15.9 7,210

6,538 970 12.9

442 973 703

672 394 37.0

123 67

558 3.1 18,728

624

286 7,058

299 73.2

1,752 703

1,743 317 202

240 1,283

270

344 40.1

231 67
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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） 

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 百万円、税金等調整前四半期純利益は 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 百万円であります。 

（追加情報） 

当社は、医療関連受託事業における労働者派遣契約の内容見直しに伴い、契約終了となる社員への特別退職

一時金等の支払いに備えるため、第２四半期連結累計期間において、その見積額を特別退職引当金繰入額とし

て162百万円計上しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が162百万円減少しておりますが、そ

の内、当第３四半期連結会計期間において106百万円が特別退職金として実現しております。 

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

11 114

38
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,061,553 7,354,611

受取手形及び売掛金 6,193,086 6,343,730

原材料及び貯蔵品 82,032 87,023

繰延税金資産 513,961 513,961

その他 260,326 347,474

貸倒引当金 △9,836 △11,451

流動資産合計 14,101,124 14,635,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,273,463 3,081,561

土地 5,411,523 5,411,523

その他（純額） 375,601 550,399

有形固定資産合計 9,060,588 9,043,484

無形固定資産   

その他 261,998 292,721

無形固定資産合計 261,998 292,721

投資その他の資産   

投資有価証券 871,998 1,062,838

長期貸付金 21,427 28,063

敷金及び保証金 568,237 649,438

繰延税金資産 661,384 629,946

その他 417,778 430,600

貸倒引当金 △25,737 △26,547

投資その他の資産合計 2,515,087 2,774,339

固定資産合計 11,837,674 12,110,545

資産合計 25,938,798 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 4,436,401 3,993,968

未払法人税等 109,276 1,082,347

未払消費税等 534,412 764,391

未払費用 273,533 234,513

賞与引当金 150,157 854,142

役員賞与引当金 27,202 42,460

特別退職引当金 55,679 －

その他 841,396 427,128
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

流動負債合計 6,538,060 7,508,952

固定負債   

長期借入金 － 67,500

退職給付引当金 495,793 453,618

役員退職慰労引当金 30,161 39,029

賃貸借契約解約損失引当金 － 123,239

資産除去債務 42,547 －

負ののれん 38,038 54,076

その他 65,668 329,210

固定負債合計 672,210 1,066,674

負債合計 7,210,270 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 7,418,958 6,793,979

自己株式 △1,110,327 △1,110,311

株主資本合計 18,753,131 18,128,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,990 △1,803

評価・換算差額等合計 △47,990 △1,803

新株予約権 23,387 43,905

純資産合計 18,728,527 18,170,269

負債純資産合計 25,938,798 26,745,896
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 43,622,598 43,860,817

売上原価 35,185,829 35,387,147

売上総利益 8,436,769 8,473,670

販売費及び一般管理費 6,621,897 6,584,551

営業利益 1,814,871 1,889,119

営業外収益   

受取利息 5,441 2,592

受取配当金 14,867 46,492

有価証券売却益 10,614 183

負ののれん償却額 14,067 16,038

為替差益 21,410 －

受取保険金 － 34,035

その他 37,627 26,961

営業外収益合計 104,029 126,303

営業外費用   

支払利息 11,558 5,728

支払手数料 7,367 12,367

その他 2,197 2,483

営業外費用合計 21,123 20,580

経常利益 1,897,777 1,994,842

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 15,555 42,442

保険解約返戻金 － 12,846

償却債権取立益 － 11,431

新株予約権戻入益 － 22,086

その他 7,969 5,815

特別利益合計 697,585 94,621

特別損失   

固定資産除却損 135,869 4,297

固定資産売却損 4,260 －

投資有価証券評価損 － 12,675

建物取壊損失引当金繰入額 29,680 －

建物取壊損 12,720 －

保険解約損 41,521 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,251

特別退職引当金繰入額 － 55,679

特別退職金 － 106,320

訴訟和解金 － 64,000

その他 11,842 －
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別損失合計 235,893 346,224

税金等調整前四半期純利益 2,359,469 1,743,239

法人税等 1,311,299 857,712

少数株主損益調整前四半期純利益 － 885,526

四半期純利益 1,048,169 885,526
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,359,469 1,743,239

減価償却費 276,308 317,894

負ののれん償却額 △14,067 △16,038

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,599 △2,424

賞与引当金の増減額（△は減少） △653,052 △703,985

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,127 △15,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,413 42,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,870 △8,867

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） △23,991 △106,639

建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） 29,680 －

特別退職引当金の増減額（△は減少） － 55,679

受取利息及び受取配当金 △20,309 △49,085

受取保険金 － △34,035

支払利息 11,558 5,728

固定資産売却損益（△は益） 4,260 －

固定資産除却損 135,869 4,297

有価証券売却損益（△は益） △10,614 △183

関係会社株式売却損益（△は益） △674,061 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 12,675

保険解約損益（△は益） 41,521 △12,846

新株予約権戻入益 － △22,086

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,251

特別退職金 － 106,320

訴訟和解金 － 64,000

売上債権の増減額（△は増加） △376,488 150,644

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,368 4,990

仕入債務の増減額（△は減少） 157 －

未払金の増減額（△は減少） 407,323 202,079

その他 958,512 238,240

小計 2,545,256 2,079,766

利息及び配当金の受取額 21,288 49,896

利息の支払額 △12,188 △5,891

法人税等の支払額 △1,437,306 △1,752,143

保険金の受取額 － 34,035

特別退職金の支払額 － △106,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,117,048 299,343
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 － △3,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有価証券の取得による支出 △267,464 －

有価証券の売却による収入 378,974 100,723

有形固定資産の取得による支出 △155,353 △270,915

有形固定資産の売却による収入 1,506 －

無形固定資産の取得による支出 △150,711 △75,115

関係会社株式の売却による収入 1,401,650 －

保険積立金の積立による支出 － △162,091

保険積立金の払戻による収入 － 165,247

その他 74,963 △5,463

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,283,564 △240,614

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 △293,500 △67,500

自己株式の取得による支出 △36 △16

自己株式の売却による収入 1,904 －

配当金の支払額 △233,221 △231,172

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △50,750 △46,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △575,946 △344,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,410 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,846,077 △286,057

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 6,688,286 7,058,553
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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 

３．当社が保有する（株）ファーコスの株式を平成20年９月18日付で（株）スズケンに譲渡したため、平成20年

３月期に調剤薬局事業が保有していた資産6,116,771千円が減少しております。 

４．前第３四半期連結会計期間より、調剤薬局における調剤、医薬品の販売を主要な役務としていた調剤薬局事

業は、（株）ファーコス他３社が連結子会社でなくなったことにより、事業の種類別セグメントから削除し

ております。 

前第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重要な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。 

（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 
 37,999,771  1,568,213 3,870,321 184,292 43,622,598  －  43,622,598

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 577  － － － 577 ( ) 577  －

計  38,000,349  1,568,213 3,870,321 184,292 43,623,176 ( ) 577  43,622,598

  営業利益  1,402,503  160,354 206,055 45,957 1,814,871  －  1,814,871

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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）  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（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  37,790,042  1,672,530  4,216,775  43,679,349  181,468  43,860,817

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 499  －  －  499  18  518

 計  37,790,541  1,672,530  4,216,775  43,679,848  181,487  43,861,335

セグメント利益  2,937,485  132,539  116,470  3,186,495  89,463  3,275,959

利益  金額 

報告セグメント計  3,186,495

「その他」の区分の利益  89,463

全社費用（注）  △1,386,840

四半期連結損益計算書の営業利益  1,889,119
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（追加情報）  

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３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四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） 

 （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）  

前第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） 

（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。 

  

 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  37,999,771  1,568,213  3,870,321  43,438,306  184,292  43,622,598

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 577  －  －  577  －  577

 計  38,000,349  1,568,213  3,870,321  43,438,883  184,292  43,623,176

セグメント利益  2,931,470  80,360  186,997  3,198,827  67,205  3,266,033

利益  金額 

報告セグメント計  3,198,827

「その他」の区分の利益  67,205

全社費用（注）  △1,451,162

四半期連結損益計算書の営業利益  1,814,871
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当第３四半期連結累計期間において、四半期純利益を885,526千円計上し、配当金の支払い260,546千円をしたこ

と等により、当第３四半期連結累計期間において利益剰余金が624,979千円増加しました。この結果、当第３四半

期連結会計期間末において、利益剰余金が7,418,958千円となっております。 

  

（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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