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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 11,722 1.3 471 △26.0 491 △27.2 272 △24.5
24年3月期第3四半期 11,568 3.8 637 74.7 675 62.8 360 20.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 282百万円 （△19.4％） 24年3月期第3四半期 350百万円 （19.7％）

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

25年3月期第3四半期 68.35 ―
24年3月期第3四半期 90.49 ―

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

25年3月期第3四半期 8,603 5,167 60.1 1,298.47
24年3月期 8,442 4,928 58.4 1,238.40
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,167百万円 24年3月期  4,928百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 15,906 2.4 790 5.1 797 0.7 451 8.6 113.56



(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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期報告書のレビュー手続き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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 4,216,000 株 24年3月期 4,216,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 236,452 株 24年3月期 236,452 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,979,548 株 24年3月期3Q 3,979,548 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わが国の経済は、東日本大震災の復興需要や政府の経済政策を背景とした景

気回復の期待感はあるものの、欧州や中国等を巡る対外経済環境の不確実性や金融資本市場の変動等もあり、先行

き不透明な状況が続いております。

次に、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は、設備投資や雇用情勢の持ち直しなど、景気回

復の兆しが見られましたが、第３四半期に入り生産活動の低下等の足踏み感があり、依然として低迷した状態が続

いております。

医療業界におきましては、本年度、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われ、当社を取り巻く経営環境は、厳し

い状況が増しております。

このような状況のもと、当社グループは同業他社との競争が激化する中、医療機関や患者の多様化するニーズに

応えた営業活動を展開し、新規顧客の獲得及び調剤薬局の新規出店による営業基盤の拡大、更に経費効率を重視し

た検査工程の見直しに努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高11,722百万円（前年同期比1.3％増）と増収になりまし

たが、診療報酬改定に関わる薬価のマイナス改定や新規顧客の獲得及び調剤薬局の新規出店等に関わる経費が先行

し、営業利益471百万円（同26.0％減）、経常利益491百万円（同27.2％減）、四半期純利益272百万円（同24.5％

減）と減益になりました。

セグメントの業績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、新規顧客の獲得に重点をおいた営業活動により、一定の成果をあげることが

できましたが、前述のとおり診療報酬の改定、業界の再編による競争激化に加え、新たな設備投資や検査技師

の確保などの経費が先行したことにより、売上高3,852百万円（同0.1％増）と前年同期比微増になりました

が、セグメント利益70百万円（同57.1％減）と前年同期を下回りました。

② 調剤薬局事業

調剤薬局事業におきましては、薬価改定の影響がありましたが、２店舗の新規出店があったことから売上高

7,224百万円（同2.3％増）と前年同期比増収になりました。一方、セグメント利益につきましては、薬価の引

下げに伴い、売上原価率が上昇したため682百万円（同10.6％減）と前年同期を下回りました。

③ 医療機器販売・保守事業

医療機器販売・保守事業におきましては、大型備品の販売が前年同期を下回ったことから、売上高585百万

円（同4.5％減）、セグメント損失４百万円（前年同期はセグメント利益３百万円）と減収減益になりまし

た。

④ その他の事業

臨床検査システムのソフトウェア販売及び保守の収入におきましては、売上高61百万円（前年同期比26.7％

増）、セグメント利益33百万円（同59.7％増）と増収増益になりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は5,887百万円となり、前連結会計年度末に比べ285百万円増加

（前連結会計年度末比5.1％増）いたしました。これは主に商品が261百万円増加しましたが、現金及び預金が40百

万円減少したことによるものであります。固定資産は2,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ124百万円減少

（同4.4％減）いたしました。これは主に有形固定資産が79百万円、投資その他の資産が35百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。

この結果、総資産は8,603百万円となり、前連結会計年度末に比べ161百万円増加（同1.9％増）いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は3,044百万円となり、前連結会計年度末に比べ128百万円減少

（同4.1％減）いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が141百万円増加しましたが、未払法人税等が195百

万円、賞与引当金が75百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は391百万円となり、前連会

計年度末に比べ50百万円増加（同14.9％増）いたしました。これは主に長期借入金が61百万円増加したことによる

ものであります。

この結果、負債合計は、3,436百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円減少（同2.2％減）いたしまし

た。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は5,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ239百万円増加（同

4.9％増）いたしました。これは主に利益剰余金が228百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は60.1％となり、前連結会計年度末比1.7ポイント増加いたしました。

また、１株当たり純資産は1,298円47銭となり、前連結会計年度末比60円07銭増加いたしました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、診療報酬改定による影響、臨床検査業界の再編や調剤薬局業界のＭ＆Ａ等により

競争が激化するなど、当社を取り巻く経営環境はますます厳しくなってきておりますが、現時点においては、平成

24年５月11日に公表いたしました連結業績予想を据え置いております。

今後の業績への影響を見極めた上で、修正が必要と判断される場合には、お知らせいたします。

（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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（減価償却方法の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

札幌臨床検査センター株式会社（9776）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,601,889 2,561,520

受取手形及び売掛金 2,487,110 2,508,033

商品及び製品 366,442 627,522

仕掛品 9,302 7,284

原材料及び貯蔵品 30,078 44,393

繰延税金資産 84,049 84,049

その他 55,575 85,191

貸倒引当金 △32,313 △30,712

流動資産合計 5,602,135 5,887,283

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,772,778 1,773,449

減価償却累計額 △1,093,986 △1,102,838

建物及び構築物（純額） 678,791 670,610

機械装置及び運搬具 39,918 33,705

減価償却累計額 △35,507 △28,410

機械装置及び運搬具（純額） 4,410 5,295

工具、器具及び備品 1,972,099 2,040,019

減価償却累計額 △1,584,660 △1,712,140

工具、器具及び備品（純額） 387,438 327,878

土地 966,733 957,364

リース資産 60,659 77,186

減価償却累計額 △22,442 △33,477

リース資産（純額） 38,217 43,709

建設仮勘定 8,838 －

有形固定資産合計 2,084,430 2,004,858

無形固定資産

その他 114,894 105,421

無形固定資産合計 114,894 105,421

投資その他の資産

投資有価証券 113,578 101,739

長期貸付金 28,075 24,099

長期前払費用 27,060 23,220

差入保証金 316,918 304,044

繰延税金資産 109,157 108,714

その他 238,031 234,119

貸倒引当金 △191,549 △189,721

投資その他の資産合計 641,272 606,215

固定資産合計 2,840,597 2,716,496

資産合計 8,442,733 8,603,780
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,159,574 2,301,504

短期借入金 368,396 347,712

リース債務 15,314 18,392

未払法人税等 228,492 33,309

賞与引当金 104,974 29,662

未払金 124,885 78,648

資産除去債務 15,698 －

その他 156,156 235,516

流動負債合計 3,173,492 3,044,745

固定負債

長期借入金 36,363 98,185

リース債務 28,646 30,265

役員退職慰労引当金 60,274 60,763

退職給付引当金 10,147 10,792

長期未払金 199,465 185,686

その他 6,074 6,007

固定負債合計 340,971 391,699

負債合計 3,514,463 3,436,444

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 3,040,900 3,269,134

自己株式 △98,502 △98,502

株主資本合計 4,941,017 5,169,251

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12,747 △1,916

その他の包括利益累計額合計 △12,747 △1,916

純資産合計 4,928,270 5,167,335

負債純資産合計 8,442,733 8,603,780
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 11,568,719 11,722,658

売上原価 8,063,921 8,314,451

売上総利益 3,504,797 3,408,207

販売費及び一般管理費 2,867,718 2,936,914

営業利益 637,079 471,292

営業外収益

受取利息 1,486 1,322

受取配当金 2,121 1,815

受取賃貸料 39,487 28,437

貸倒引当金戻入額 7,156 3,196

その他 27,897 27,294

営業外収益合計 78,149 62,066

営業外費用

支払利息 4,750 2,382

賃貸収入原価 32,092 35,760

その他 2,891 3,362

営業外費用合計 39,734 41,505

経常利益 675,494 491,853

特別利益

固定資産売却益 174 523

固定資産受贈益 731 －

特別利益合計 906 523

特別損失

固定資産売却損 － 2,984

固定資産除却損 669 2,570

投資有価証券売却損 － 13

投資有価証券評価損 － 22,368

会員権評価損 5,800 －

店舗閉鎖損失 7,168 －

減損損失 5,530 －

特別損失合計 19,168 27,936

税金等調整前四半期純利益 657,232 464,440

法人税等 297,112 192,430

少数株主損益調整前四半期純利益 360,119 272,009

四半期純利益 360,119 272,009
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（四半期連結包括利益計算書）
（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 360,119 272,009

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,369 10,830

その他の包括利益合計 △9,369 10,830

四半期包括利益 350,750 282,840

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 350,750 282,840
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、臨床検査システムのソフトウェ

ア販売及び保守による収入を含んでおります。

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）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であります。

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

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

その他
（注）

合計
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

医療機器
販売・保
守事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,847,389 7,060,547 612,593 11,520,531 48,188 11,568,719

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 431,004 431,004 591 431,596

計 3,847,389 7,060,547 1,043,598 11,951,535 48,779 12,000,315

セグメント利益 163,061 763,301 3,998 930,361 20,791 951,153

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 930,361

「その他」の区分の利益 20,791

セグメント間取引消去 7,088

全社費用（注） △321,161

四半期連結損益計算書の営業利益 637,079
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、臨床検査システムのソフトウェ

ア販売及び保守による収入を含んでおります。

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）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であります。

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

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント

その他
（注）

合計
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

医療機器
販売・保
守事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,852,351 7,224,218 585,028 11,661,597 61,060 11,722,658

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 412,300 412,300 759 413,059

計 3,852,351 7,224,218 997,328 12,073,898 61,820 12,135,718

セグメント利益又は損失

（△）
70,031 682,274 △4,609 747,696 33,210 780,906

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 747,696

「その他」の区分の利益 33,210

セグメント間取引消去 7,113

全社費用（注） △316,727

四半期連結損益計算書の営業利益 471,292

（６）重要な後発事象
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