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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 27,852 △5.4 808 △42.5 837 △43.5 362 △44.7
23年3月期第2四半期 29,445 1.5 1,405 24.8 1,480 24.7 655 △4.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 398百万円 （△37.3％） 23年3月期第2四半期 635百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 16.68 ―
23年3月期第2四半期 30.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 26,323 19,208 72.9
23年3月期 25,529 18,952 74.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,198百万円 23年3月期  18,929百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 57,390 △1.0 1,080 △53.7 1,190 △51.5 480 △57.2 22.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．４「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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あります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 23,801,378 株 23年3月期 23,801,378 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,089,235 株 23年3月期 2,089,188 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 21,712,172 株 23年3月期2Q 21,712,232 株
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（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我が国経済は、東日本大震災の影響により企業収益が減少し、依然として厳

しい状況にあるものの、設備投資の抑制が下げ止まり、個人消費や輸出が回復の兆しを見せる等、景気は持ち直し

ております。 

 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、社会保障制度改革の一環として、病院の機能分化・

強化を図るための施策が検討され、当社の顧客である医療機関においては、医療の質の向上と経営の効率化が重要

な課題となっております。 

 また、福祉関連業界におきましては、今後益々高齢化が進展し、介護保険サービスの受給者数や介護給付費が増

加する等、介護サービスの需要は一層拡大することが予想されます。また、それに伴い、政府主導による介護職員

の雇用支援が継続しておりますが、介護の担い手となる介護職員を確保し、質の高い人材を育成することが経営上

の課題となっております。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、医療関連受託事業において、取引先医療機関の新規開拓や、既

存顧客に対する取引拡大に注力するとともに、福祉事業において、介護利用者及び保育園児の獲得と事業所の新設

に努めてまいりました。また、業務効率化により経費の削減を図ってまいりました。 

 しかし、医療関連受託事業において昨年11月から実施した労働者派遣契約の見直しに伴う契約終了の影響や、福

祉事業における新規事業所の開設により先行費用が発生したこと等で、当社グループの業績は、減収・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 ％減）、営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利

益は 百万円（同 ％減）、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。 

①医療関連受託事業 

 取引先医療機関の新規開拓や、既存顧客に対して取引拡大に努めるとともに、ＤＰＣ／ＰＤＰＳ（入院費用の定

額払い制度）関連業務等の医事周辺業務の拡充に取組んでまいりました。また、業務効率化による経費の削減にも

努めました。 

 しかし、昨年11月に実施した労働者派遣契約の見直しに伴う契約終了等の影響が大きく、減収・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 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）

となりました。 

②福祉事業 

 営業活動の強化により、訪問・通所介護の利用者数及び保育所の園児数が増加し、増収となりました。一方、新

規拡大に伴う先行費用等により、利益面では厳しい状況となっております。 

 新規事業所の開設については、当第２四半期連結累計期間において、訪問介護１ヵ所、通所介護（デイサービ

ス）１ヵ所、居宅介護支援２ヵ所、介護付有料老人ホーム１ヵ所、保育所２ヵ所の計７ヵ所を新設しております。 

 以上の結果、売上高は 百万円（同 ％増）、セグメント損失は 百万円（前年同四半期はセグメント利益

百万円）となりました。 

③教育事業 

 引続き公共職業訓練の受託に注力しましたが、公共職業訓練の受託推進に伴う既存講座の開講数の減少等で、主

力の医療事務講座やホームヘルパー２級養成講座の受講者数が低迷し、減収・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 ％減）、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 ％減）となりま

した。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

27,852 5.4 808 42.5

837 43.5 362 44.7

23,661 6.7 1,655 18.1

3,043 9.4 105

114

1,034 12.6 22 81.6

112 10.6 58 9.5
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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２四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（ ％）増加し、 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（ ％）増加となりました。これは、主に福祉事業の新規投資に伴う増加が要因であります。

〔負債の状況〕 

 当第２四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（ ％）増加し、 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（ ％）増加となりました。これは、未払

金が 百万円減少しましたが、未払法人税等が 百万円増加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（ ％）増加となりました。これは、主に福祉事業の新規投資に伴う

増加が要因であります。 

〔純資産の状況〕 

 当第２四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。）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２四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（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。これは、法人税

等の支払額 百万円、未払金の減少額 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（前年同四半期比 ％増）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、金銭の信託の取得による支出 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（同 ％減）となりました。これは、主に配当金の支払額 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２四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23年５月13日発表の内容に変更はありません。 

794 3.1 26,323

13,059 458 3.4

509 13,264

1,253 10.4

539 8.2 7,115

5,993 97 1.7

86 225 1,122

441 64.9

255 1.3 19,208

231

502 6,100

741 171

223 69

810 224

1,045 510.1

808 200

199 5.2 125
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用

しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

（会計上の見積りの変更・修正再表示） 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,609,866 6,100,140

受取手形及び売掛金 6,004,567 6,063,237

原材料及び貯蔵品 70,746 59,388

繰延税金資産 486,486 486,486

その他 357,195 359,745

貸倒引当金 △10,136 △9,136

流動資産合計 13,518,726 13,059,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,274,223 3,270,468

土地 5,575,095 5,564,645

その他（純額） 489,736 1,528,543

有形固定資産合計 9,339,056 10,363,657

無形固定資産   

その他 256,180 231,995

無形固定資産合計 256,180 231,995

投資その他の資産   

投資有価証券 852,063 917,255

長期貸付金 19,278 15,220

敷金及び保証金 569,944 591,156

繰延税金資産 594,998 570,070

その他 404,498 600,118

貸倒引当金 △25,527 △25,347

投資その他の資産合計 2,415,254 2,668,473

固定資産合計 12,010,491 13,264,125

資産合計 25,529,217 26,323,988

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 －

1年内返済予定の長期借入金 67,500 22,500

未払金 3,796,834 3,710,125

未払法人税等 272,366 498,126

未払消費税等 342,157 337,102

未払費用 231,220 228,498

賞与引当金 806,778 809,866

役員賞与引当金 30,740 10,645

その他 328,483 376,719

流動負債合計 5,896,080 5,993,584
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 495,363 515,560

役員退職慰労引当金 31,521 29,583

資産除去債務 48,216 61,377

負ののれん 32,692 21,999

その他 72,906 493,743

固定負債合計 680,700 1,122,264

負債合計 6,576,780 7,115,849

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 7,655,471 7,887,305

自己株式 △1,110,335 △1,110,356

株主資本合計 18,989,636 19,221,448

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △59,851 △23,229

その他の包括利益累計額合計 △59,851 △23,229

新株予約権 22,652 9,920

純資産合計 18,952,436 19,208,139

負債純資産合計 25,529,217 26,323,988
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 29,445,027 27,852,806

売上原価 23,668,780 22,800,338

売上総利益 5,776,246 5,052,467

販売費及び一般管理費 4,370,446 4,243,973

営業利益 1,405,799 808,493

営業外収益   

受取利息 1,748 990

受取配当金 39,694 10,051

有価証券売却益 183 －

負ののれん償却額 10,692 10,692

受取保険金 17,041 16,610

その他 22,323 12,887

営業外収益合計 91,684 51,231

営業外費用   

支払利息 4,020 7,071

支払手数料 11,107 336

公開買付関連費用 － 14,394

その他 1,544 655

営業外費用合計 16,672 22,459

経常利益 1,480,811 837,265

特別利益   

賃貸借契約解約損失引当金戻入額 42,442 －

保険解約返戻金 12,846 －

償却債権取立益 10,231 －

補助金収入 － 6,425

新株予約権戻入益 22,086 12,732

その他 1,636 －

特別利益合計 89,243 19,157

特別損失   

固定資産除却損 3,214 2,902

固定資産圧縮損 － 6,413

固定資産売却損 － 5,822

災害による損失 － 22,983

訴訟和解金 － 2,411

投資有価証券評価損 16,302 5,877

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 162,000 －

特別損失合計 284,768 46,411

税金等調整前四半期純利益 1,285,286 810,011

法人税等 630,072 447,905
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 655,214 362,106

四半期純利益 655,214 362,106
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 655,214 362,106

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,244 36,622

その他の包括利益合計 △19,244 36,622

四半期包括利益 635,969 398,728

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 635,969 398,728

少数株主に係る四半期包括利益 － －

- 9 -



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,285,286 810,011

減価償却費 196,040 224,132

負ののれん償却額 △10,692 △10,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,636 △1,180

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,973 3,087

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,220 △1,937

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,465 △20,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,267 20,196

特別退職引当金の増減額（△は減少） 162,000 －

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） △106,639 －

受取利息及び受取配当金 △41,443 △11,041

支払利息 4,020 7,071

有価証券売却損益（△は益） △183 －

受取保険金 △17,041 △16,610

保険解約返戻金 △12,846 －

新株予約権戻入益 △22,086 △12,732

補助金収入 － △6,425

固定資産除却損 3,214 2,902

固定資産売却損益（△は益） － 5,822

固定資産圧縮損 － 6,413

投資有価証券評価損益（△は益） 16,302 5,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 103,251 －

訴訟和解金 － 2,411

災害損失 － 22,983

売上債権の増減額（△は増加） △99,231 △58,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,131 11,358

未払金の増減額（△は減少） △145,941 △69,547

その他 △475,557 32,299

小計 795,555 945,637

利息及び配当金の受取額 13,280 11,643

利息の支払額 △4,130 △7,138

法人税等の支払額 △992,857 △223,096

保険金の受取額 17,041 16,610

補助金の受取額 － 23,392

訴訟和解金の支払額 － △2,411

災害損失の支払額 － △22,983

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,109 741,654
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △1,000 7,000

有価証券の売却による収入 723 －

有形固定資産の取得による支出 △122,540 △808,250

有形固定資産の売却による収入 － 9,443

無形固定資産の取得による支出 △59,649 △11,703

金銭の信託の取得による支出 － △200,000

保険積立金の積立による支出 △162,091 △2,246

保険積立金の払戻による収入 165,247 3,700

その他 7,970 △43,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,339 △1,045,315

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） － △20,000

長期借入金の返済による支出 △45,000 △45,000

自己株式の取得による支出 △16 △21

配当金の支払額 △130,094 △125,219

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △34,794 △8,824

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,905 △199,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △552,354 △502,725

現金及び現金同等物の期首残高 7,344,611 6,602,866

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,792,256 6,100,140
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該当事項はありません。 

Ⅰ 前第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） 

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 

 （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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

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）セグメント情報等

  

 報告セグメント 
その他 

（注）  
合計 医療関連受

託事業 
福祉事業 教育事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  25,353,568  2,781,981  1,183,774  29,319,324  125,702  29,445,027

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 207  －  －  207  －  207

 計  25,353,775  2,781,981  1,183,774  29,319,531  125,702  29,445,234

セグメント利益  2,022,589  114,551  121,200  2,258,341  64,893  2,323,235

利益  金額 

報告セグメント計  2,258,341

「その他」の区分の利益  64,893

全社費用（注）  △917,435

四半期連結損益計算書の営業利益  1,405,799
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

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 

 （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。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

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 
福祉事業 教育事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  23,661,854  3,043,590  1,034,978  27,740,422  112,383  27,852,806

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 158  －  －  158  －  158

 計  23,662,012  3,043,590  1,034,978  27,740,580  112,383  27,852,964

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,655,697  △105,716  22,334  1,572,315  58,733  1,631,048

利益  金額 

報告セグメント計  1,572,315

「その他」の区分の利益  58,733

全社費用（注）  △822,555

四半期連結損益計算書の営業利益  808,493

（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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当社は、平成23年９月16日開催の取締役会において、ＭＢＯ手続の一環として行われるエヌ・シー・ホールディ

ングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明することを決議し、平成23年９月20日に「意見表明報告

書」を関東財務局長に提出しております。 

本公開買付けは、平成23年９月20日から平成23年11月２日まで実施され、その結果、公開買付者の当社に対する

議決権所有割合は、平成23年11月11日（決済開始日）付で72.37％となる予定であります。また、本公開買付けと

は別に、株式会社メディカル一光から平成23年10月26日付で東海財務局長に大量保有報告書の変更報告書が提出さ

れ、同社の当社に対する議決権所有割合が20％超となったため、同社は当社の「その他の関係会社」に該当するこ

ととなりました。 

今後、公開買付者が当社を完全子会社化するための手続として、当社は、①普通株式とは別個の種類の株式を発

行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行す

る全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の

当該全部取得条項が付された普通株式の全部の取得と引き換えに当社の別個の種類の株式を交付することを付議議

案に含む当社の臨時株主総会を開催し、上記①乃至③の議案を上程すること、並びに上記②の定款一部変更を付議

議案に含む当社の普通株主による種類株主総会を上記の臨時株主総会の開催日と同日に開催し、上記②の議案を上

程することを予定しております。 

上記の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は、全部取得条項が付された上で、その全

て（但し、当社が保有する自己株式を除きます。）が当社に取得されることになりますので、東京証券取引所の上

場廃止基準に従い、当社の普通株式は所定の手続を経て上場廃止となる予定であります。 

 また、ＭＢＯ手続の一環として、取引銀行６行との当座貸越契約は、平成23年11月７日迄に全て解約しておりま

す。 

なお、公開買付者の概要は、次の通りであります。 

（１）名称          エヌ・シー・ホールディングス株式会社 

（２）所在地         東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

（３）代表者の役職・氏名   代表取締役 川原 浩 

（４）事業内容        株式保有による事業活動の支配管理及びこれに付随関連する一切の事業 

（５）資本金         3,750百万円（平成23年11月４日現在） 

（７）重要な後発事象
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