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(百万円未満切捨) 

１．平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 (％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 (当 期 ) 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期第３四半期 69,256 (38.4) 622 (△55.2) 899 (△44.3) 95 (△85.0)

19 年３月期第３四半期 50,039 (40.2) 1,390 (△9.6) 1,615 (△2.1) 637 (△30.8)

19 年３月期 78,845 3,297 3,643  2,468 

 

 
１株当たり四半期 

(当 期 )純 利 益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当 期 )純 利 益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第３四半期 285 51 － －

19年３月期第３四半期 1,907 33 － －

19 年３月期 7,390 68 － －

 

 

(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

20 年３月期第３四半期 96,661 25,177 20.3  58,675 69

19 年３月期第３四半期 79,958 23,762 22.8  54,616 09

19 年３月期 90,213 25,726 22.2  60,063 90

 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
四半期末(期末)残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第３四半期 △772 △12,288 7,547  5,702

19 年３月期第３四半期 1,044 △12,971 9,885  8,517

19 年３月期 1,337 △10,511 9,833  11,218

 

 

２．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）【参考】 
(％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 105,000 33.2 4,450 35.0 4,500 23.5 1,900 △23.0 5,688 41

 
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる場合があります。 



 

３．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動           ：無 

   (連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ：無 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：有 

  (注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題及び原油価格高騰の長期化などに

より、依然として先行き不透明な状況が続いております。一方、当社グループの属する医療業界において

は、本年４月に予定されている診療報酬改定が 2000 年以降の医療提供体制の改革の中でマイナス改定が定

着してきておりましたが、折からの病院経営環境の変化を背景として病院向け診療報酬においてプラス改

定が予定されることとなっておりますが、業界は引き続き厳しい環境下にあります。このような中で、医

療機器業界、特に流通業界においては業界再編の動きが随所で表面化してきております。 

このような市場環境の中で当社グループは、前期の下半期に積極的にＭ&Ａを行い、グループ規模の拡大

を図ってきたことにより、前年第３四半期においてのれんの償却額が 187,518 千円であったものが当第３

四半期には 747,927 千円に増加いたしました。また、電子カルテ市場の価格競争激化により業績が急速に

悪化した医療情報系連結子会社のアイネット・システムズ㈱の経営体制の抜本改革に当第３四半期より着

手いたしました。 

その結果、当第３四半期の売上高は 69,256,254 千円（前年同期比 38.4％増）、営業利益 622,814 千円（前

年同期比 55.2％減、のれんの償却額 747,927 千円含む）、経常利益 899,341 千円（前年同期比 44.3％減）、

四半期純利益は 95,362 千円（前年同期比 85.0％減）となりました。 

 

主な事業のセグメント別の業績概要は次のとおりであります。 

① トータルパックシステム事業 
トータルパックシステム事業においては、医療情報系連結子会社であるアイネット・システムズ㈱の

業績悪化を除いては、当初予定していた売上・営業利益を概ね達成いたしました。また、当社グループ

の事業特性である下半期偏重、特に当期は第４四半期に売上・営業利益が偏る当初計画となっているこ

と及び連結子会社である㈱セントラルユニの案件売上が第４四半期に偏重し、なおかつ経費先行型の事

業態であること等から営業利益については現段階では低調な業績となりました。 

その結果、売上高は 23,118,348 千円（前年同期比 4.9％増）となりましたが、営業利益 90,339 千円（前

年同期比 93.8％減）となりました。 

② メディカルサプライ事業 
メディカルサプライ事業においては、当社の院外ＳＰＤシステムならびに連結子会社である㈱エフエ

スユニマネジメントの病院内物流管理受託業務における契約実績の増加は、日々の着実な積み上げ数字

となっており、順調に増収増益を継続いたしました。 

その結果、売上高は 34,315,416 千円（前年同期比 64.7％増）、営業利益 861,045 千円（前年同期比 45.8％

増）となりました。 

③ ヘルスケア事業 
ヘルスケア事業の介護部門においては、現在稼働中である５施設の当第３四半期末における全入所者

は 681 名となりました。加えて６番目の施設となる「カリエール茨木」（定員 203 名、あいのライフ㈱が

運営）は、本年３月開所の運びとなり、７番目の施設である「ウエルハウス千里中央（仮称）」（定員 200

名、ユナイトライフ㈱が運営）も工事が順調に推移し本年 10 月開所の予定となっております。 

その結果、売上高は 3,189,684 千円（前年同期比 44.1％増）、営業利益 5,864 千円となりました（前年

同期は営業損失 102,664 千円）。 

④ 調剤薬局事業 
調剤薬局事業においては、本年４月に予定される薬価改定を睨んでの体制づくりとジェネリック化を

推進しながら、安定して業績を伸ばし増収増益を継続いたしました。 

その結果、売上高は 7,979,265 千円（前年同期比 81.3％増）、営業利益 377,504 千円（前年同期比 155.9％

増）となりました。 
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⑤ その他事業 
その他事業においては、動物病院は、地域における知名度も向上して来院数を伸ばし、特に画像診断

と脳神経科は外部から専門性を認められるようになってきており、名古屋、福岡、仙台等の動物病院か

ら遠隔画像診断及び読影依頼が来るようになりました。 

その結果、売上高は 653,539 千円（前年同期比 17.7％増）、営業利益 23,943 千円（前年同期は営業損

失 30,500 千円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態(連結)の変動状況 
資産は、96,661,215 千円となり、前連結会計年度末に比べて 6,447,591 千円増加いたしました。その

主な要因は、有形固定資産が 2,701,650 千円及び短期貸付金が 7,775,082 千円、たな卸資産が 3,080,461

千円それぞれ増加した一方、現金及び預金が 7,331,546 千円減少したこと等であります。 

負債は、71,483,566 千円となり、前連結会計年度末に比べて 6,996,578 千円増加いたしました。その

主な要因は、短期借入金が 8,287,322 千円、長期借入金が 876,919 千円増加した一方、支払手形及び買

掛金が 857,363 千円及び未払法人税等が 1,016,514 千円減少したこと等であります。 

純資産は、25,177,648 千円となり、前連結会計年度末に比べて 548,987 千円減少いたしました。その

主な要因は、利益剰余金が当四半期純利益により 95,362 千円増加した一方、剰余金の配当により 501,018

千円減少したこと並びにその他有価証券評価差額金、少数株主持分がそれぞれ 56,695 千円、85,309 千円

減少したこと等であります。 

② 連結キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、772,325 千円の支出となりました。その主な要因は、売上債権

が 3,490,706 千円の減少となったものの、たな卸資産が 2,772,350 千円増加し、仕入債務が 1,783,092

千円減少したこと等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、12,288,935 千円の支出となりました。その主な要因は、有形

固定資産の取得による支出が 4,544,803 千円、短期貸付による支出が 8,292,850 千円あったこと等であ

ります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、7,547,455 千円の収入となりました。その主な要因は、長期借

入金の返済による支出が 3,376,820 千円、社債の償還による支出が 1,033,000 千円あった一方、短期借

入金の増加が 8,109,722 千円、長期借入による収入が 4,403,648 千円あったこと等であります。 

以上により、現金及び現金同等物は 5,516,263 千円減少し、当四半期末残高は 5,702,049 千円となり

ました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 19 年５月 18 日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 
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４．その他 

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

〔有形固定資産の減価償却方法の変更〕 

    法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号)及び(法 

人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号))に伴い、平成 19 年４月 

1 日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 

   (追加情報) 

    平成 19 年３月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か 

ら５年間で均等償却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 

  〔事業の種類別セグメント情報における事業区分の変更〕 

    事業の種類別セグメント情報におきまして、従来、調剤薬局事業はヘルスケア事業に含めており 

ましたが、当該事業区分の売上割合が増加しており今後もこの傾向が予想されるため、当期より 

「調剤薬局事業」として区分表示することに変更いたしました。 

 

[参 考] 

添付資料 

１.（要約）四半期連結貸借対照表 

２.（要約）四半期連結損益計算書 

３．四半期連結株主資本等変動計算書 

４.（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

５. セグメント情報 
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５. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表
（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期末

(平成18年12月31日)

当第３四半期末

(平成19年12月31日)
増　　減

前連結会計年度末

(平成19年３月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　

　1.　現金及び預金 10,124,220 6,502,408 △3,621,812 △35.8 13,833,954

　2.　受取手形及び売掛金 21,603,907 27,813,560 6,209,652 28.7 30,049,499

　3.　たな卸資産 7,545,890 8,730,445 1,184,555 15.7 5,649,984

　4.　短期貸付金 4,824,200 10,156,282 5,332,082 110.5 2,381,200

　5.　その他 2,438,097 3,120,002 681,904 28.0 2,367,223

　　　貸倒引当金 △97,670 △197,228 △99,558 ― △101,922

　　　流動資産合計 46,438,645 56,125,470 9,686,824 20.9 54,179,939

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　

　1.　有形固定資産 　 　 　 　 　

　　(1) 建物及び構築物 9,016,598 6,792,989 △2,223,609 △24.7 7,017,406

　　(2) 賃貸資産 1,963,189 841,693 △1,121,496 △57.1 1,885,148

　　(3) 土地 7,090,894 5,678,829 △1,412,064 △19.9 5,656,028

　　(4) 賃貸土地 2,654,642 2,385,585 △269,056 △10.1 2,691,811

　　(5) その他 766,580 5,111,300 4,344,719 566.8 858,352

　　　有形固定資産合計 21,491,905 20,810,398 △681,507 △3.2 18,108,747

　2.　無形固定資産 3,347,438 9,633,968 6,286,529 187.8 7,943,651

　3.　投資その他の資産 　 　 　 　 　

　　(1) 長期貸付金 4,488,919 4,404,653 △84,265 △1.9 4,612,562

　　(2) その他 4,483,288 6,043,960 1,560,672 34.8 5,680,302

　　　　貸倒引当金 △291,791 △357,235 △65,443 ― △311,579

　　　投資その他の資産合計 8,680,415 10,091,378 1,410,962 16.3 9,981,286

　　　固定資産合計 33,519,760 40,535,745 7,015,985 20.9 36,033,685

　　　資産合計 79,958,405 96,661,215 16,702,810 20.9 90,213,624
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（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期末

(平成18年12月31日)

当第３四半期末

(平成19年12月31日)
増　　減

前連結会計年度末

(平成19年３月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　

　1.　支払手形及び買掛金 22,752,616 26,353,557 3,600,940 15.8 27,210,920

　2.　短期借入金 8,626,843 14,238,942 5,612,099 65.1 5,951,620

　3.　一年以内返済予定

      長期借入金
1,317,340 2,784,620 1,467,280 111.4 2,077,012

　4.　未払法人税等 183,513 483,737 300,224 163.6 1,500,251

　5.　賞与引当金 248,280 347,086 98,806 39.8 603,799

　6.　その他 5,073,791 5,651,430 577,638 11.4 6,118,831

　　　流動負債合計 38,202,384 49,859,373 11,656,989 30.5 43,462,435

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　

　1.　社債 3,091,000 2,591,000 △500,000 △16.2 2,939,000

　2.　長期借入金 12,546,935 17,133,516 4,586,581 36.6 16,256,597

　3.　退職給付引当金 845,153 1,034,041 188,887 22.3 1,071,314

　4.　役員退職慰労引当金 46,569 50,966 4,397 9.4 47,670

　5.　その他 1,463,551 814,668 △648,882 △44.3 709,970

　　　固定負債合計 17,993,209 21,624,192 3,630,983 20.2 21,024,552

　　　負債合計 56,195,593 71,483,566 15,287,972 27.2 64,486,988

　 　 　 　 　 　

(純資産の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　

　1.　資本金 5,667,081 5,667,081 ― ― 5,667,081

　2.　資本剰余金 6,593,306 6,593,306 ― ― 6,593,306

　3.　利益剰余金 5,549,688 6,975,539 1,425,851 25.7 7,381,195

　4.　自己株式 △580 △580 ― ― △580

　　　株主資本合計 17,809,496 19,235,347 1,425,851 8.0 19,641,003

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　

　1.　その他有価証券

　　　評価差額金
423,858 364,188 △59,670 △14.1 420,883

　2.　為替換算調整勘定 9,102 △1,120 △10,223 ― 205

　　　評価・換算差額等合計 432,961 363,067 △69,894 △16.1 421,089

Ⅲ　新株予約権 ― 2,000 2,000 ― 2,000

Ⅳ　少数株主持分 5,520,353 5,577,233 56,880 1.0 5,662,542

　　　純資産合計 23,762,811 25,177,648 1,414,837 6.0 25,726,636

　　　負債及び純資産合計 79,958,405 96,661,215 16,702,810 20.9 90,213,624
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(2)　(要約）四半期連結損益計算書
（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期

(自　平成18年４月１日

 至　平成18年12月31日)

当第３四半期

(自　平成19年４月１日

 至　平成19年12月31日)

増　　減

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

 至　平成19年３月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 50,039,368 69,256,254 19,216,885 38.4 78,845,431

Ⅱ　売上原価 44,126,361 60,586,724 16,460,363 37.3 68,815,004

　　　売上総利益 5,913,007 8,669,530 2,756,522 46.6 10,030,427

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,522,341 8,046,715 3,524,373 77.9 6,733,416

　　　営業利益 1,390,665 622,814 △767,851 △55.2 3,297,010

Ⅳ　営業外収益 544,261 804,528 260,266 47.8 789,171

Ⅴ　営業外費用 319,034 528,000 208,966 65.5 443,169

　　　経常利益 1,615,892 899,341 △716,550 △44.3 3,643,012

Ⅵ　特別利益 2,164 313,671 311,507 ― 1,635,531

Ⅶ　特別損失 3,913 3,700 △212 △5.4 164,111

　　　税金等調整前

　　　四半期(当期)純利益
1,614,143 1,209,312 △404,831 △25.1 5,114,432

　　　法人税、住民税及び

　　　事業税
862,499 1,146,699 284,200 33.0 2,176,816

　　　法人税等調整額 167,483 △45,212 △212,696 ― 253,518

　　　少数株主利益又は

　　　少数株主損失(△)
△52,912 12,462 65,375 ― 215,516

　　　四半期(当期)純利益 637,073 95,362 △541,710 △85.0 2,468,580
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(3)　四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日)

　　　（単位：千円）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 5,667,081 6,593,306 5,284,628 △580 17,544,436

当四半期の変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △334,012 　 △334,012

　役員賞与 　 　 △38,000 　 △38,000

　四半期純利益 　 　 637,073 　 637,073

株主資本以外の項目の

当四半期の変動額(純額)
　 　 　 　 　

当四半期の変動額合計 ― ― 265,060 ― 265,060

平成18年12月31日残高 5,667,081 6,593,306 5,549,688 △580 17,809,496

　

　

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高 772,528 ― 772,528 18,990 18,335,954

当四半期の変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 　 　 △334,012

　役員賞与 　 　 　 　 △38,000

　四半期純利益 　 　 　 　 637,073

　株主資本以外の項目の

　当四半期の変動額(純額)
△348,669 9,102 △339,566 5,501,363 5,161,796

当四半期の変動額合計 △348,669 9,102 △339,566 5,501,363 5,426,856

平成18年12月31日残高 423,858 9,102 432,961 5,520,353 23,762,811
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当第３四半期(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

　　　（単位：千円）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高 5,667,081 6,593,306 7,381,195 △580 19,641,003

当四半期の変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △501,018 　 △501,018

　四半期純利益 　 　 95,362 　 95,362

　株主資本以外の項目の

　当四半期の変動額(純額)
　 　 　 　 　

当四半期の変動額合計 ― ― △405,655 ― △405,655

平成19年12月31日残高 5,667,081 6,593,306 6,975,539 △580 19,235,347

　

　

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高 420,883 205 421,089 2,000 5,662,542 25,726,636

当四半期の変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 　 　 　 △501,018

　四半期純利益 　 　 　 　 　 95,362

　株主資本以外の項目の

　当四半期の変動額(純額)
△56,695 △1,326 △58,022 ― △85,309 △143,331

当四半期の変動額合計 △56,695 △1,326 △58,022 ― △85,309 △548,987

平成19年12月31日残高 364,188 △1,120 363,067 2,000 5,577,233 25,177,648
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前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　　　（単位：千円）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 5,667,081 6,593,306 5,284,628 △580 17,544,436

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △334,012 　 △334,012

　役員賞与 　 　 △38,000 　 △38,000

　当期純利益 　 　 2,468,580 　 2,468,580

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 2,096,567 ― 2,096,567

平成19年３月31日残高 5,667,081 6,593,306 7,381,195 △580 19,641,003

　

　

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高 772,528 ― 772,528 ― 18,990 18,335,954

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 　 　 　 △334,012

　役員賞与 　 　 　 　 　 △38,000

　当期純利益 　 　 　 　 　 2,468,580

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
△351,644 205 △351,438 2,000 5,643,552 5,294,113

連結会計年度中の変動額合計 △351,644 205 △351,438 2,000 5,643,552 7,390,681

平成19年３月31日残高 420,883 205 421,089 2,000 5,662,542 25,726,636
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(4)　(要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　（単位：千円）

　

前年同四半期

(自　平成18年４月１日

 至　平成18年12月31日)

当第３四半期

(自　平成19年４月１日

 至　平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

 至　平成19年３月31日)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　税金等調整前四半期(当期)純利益 1,614,143 1,209,312 5,114,432

　　　減価償却費 829,303 875,761 1,127,899

　　　のれん償却額 187,518 747,927 294,888

　　  持分法による投資損益 △4,062 497 △8,540

　　　売上債権の減少(△増加)額 8,191,457 3,490,706 709,556

　　　たな卸資産の減少(△増加)額 △1,248,826 △2,772,350 955,474

　　　仕入債務の増加(△減少)額 △6,500,384 △1,783,092 △2,911,572

　　　その他 △115,538 △639,156 △1,991,938

　　　　小計 2,953,612 1,129,607 3,290,198

　　　利息及び配当金の受取額 525,564 641,889 656,442

　　　利息の支払額 △218,938 △382,324 △343,704

　　　法人税等の支払額 △2,215,517 △2,161,498 △2,265,300

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044,720 △772,325 1,337,636

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　有形固定資産の取得による支出 △2,828,952 △4,544,803 △2,949,806

　　　有形固定資産の売却による収入 19,139 1,459,238 5,019,180

　　　短期貸付による支出 △7,139,000 △8,292,850 △6,876,000

　　　短期貸付金の回収による収入 2,484,050 477,520 4,712,562

　　　新規連結子会社株式の取得による純支出 △4,018,728 △806,695 △7,609,993

　　　その他 △1,487,656 △581,345 △2,807,434

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △12,971,147 △12,288,935 △10,511,492

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　短期借入金の純増加(△減少)額 5,402,796 8,109,722 1,415,740

　　　長期借入による収入 4,195,000 4,403,648 10,395,000

　　　長期借入金の返済による支出 △732,577 △3,376,820 △2,742,287

　　　社債の償還による支出 △1,004,500 △1,033,000 △1,261,500

　　　配当金の支払額 △332,722 △556,042 △332,728

　　　その他 2,357,389 △51 2,359,256

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 9,885,386 7,547,455 9,833,481

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 272 △2,457 370

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △2,040,769 △5,516,263 659,996

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,558,315 11,218,312 10,558,315

Ⅶ　現金及び現金同等物の

　　四半期末(期末)残高
8,517,546 5,702,049 11,218,312
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(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 
 

当第３四半期（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 

トータル 

パックシス

テム事業 

メディカル

サプライ 

事業 

ヘルスケア

事業 

調剤薬局

事業 
その他事業 計 

消去 

又は全社 
連結 

売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
23,118,348 34,315,416 3,189,684 7,979,265 653,539 69,256,254        ― 69,256,254

 (2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

358,190 97,993 13,129 4 25,109 494,427 △494,427 ―

計 23,476,538 34,413,410 3,202,814 7,979,270 678,648 69,750,682 △494,427 69,256,254

  営業費用 23,386,198 33,552,364 3,196,949 7,601,765 654,705 68,391,984 241,455 68,633,440

  営業利益 90,339 861,045 5,864 377,504 23,943 1,358,697 △735,882 622,814

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 
 (1) トータルパックシステム事業 

医療機器及び医療設備等の一括受注販売、医療・保健・福祉施設等に関するコンサルティング、医療機
関等に対する不動産賃貸等 

 (2) メディカルサプライ事業 
医療用診療材料及び特定保険医療材料等の販売等 

 (3) ヘルスケア事業 
介護付有料老人ホームの運営、食事提供サービス業務等 

 (4) 調剤薬局事業 
調剤薬局の運営等 

(5) その他事業 
理化学及び環境機器等の販売、動物病院の運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、729,738千円であり、その主なも
のは、親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 事業区分の変更 
従来、調剤薬局事業はヘルスケア事業に含めておりましたが、当該事業区分の売上割合が増加しており今後
もこの傾向が予想されるため、当期より「調剤薬局事業」として区分表示することに変更いたしました。な
お、前年同四半期及び前連結会計年度において変更後の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情
報は、次のとおりであります。 

 
前年同四半期（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 

トータル 

パックシス

テム事業 

メディカル

サプライ 

事業 

ヘルスケア

事業 

調剤薬局

事業 
その他事業 計 

消去 

又は全社 
連結 

売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
22,041,552 20,829,395 2,213,160 4,400,124 555,135 50,039,368        ― 50,039,368

 (2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

219,192 104,393 42,529 38 12,880 379,034 △379,034 ―

計 22,260,745 20,933,788 2,255,690 4,400,162 568,016 50,418,403 △379,034 50,039,368

  営業費用 20,800,153 20,343,209 2,358,354 4,252,660 598,517 48,352,894 295,808 48,648,703

  営業利益 

(又は営業損失) 
1,460,592 590,579 △102,664 147,502 △30,500 2,065,508 △674,843 1,390,665
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 

トータル 

パックシス

テム事業 

メディカル

サプライ 

事業 

ヘルスケア

事業 

調剤薬局

事業 
その他事業 計 

消去 

又は全社 
連結 

売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
38,353,376 30,576,146 3,203,106 5,904,828 807,973 78,845,431        ― 78,845,431

 (2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

496,521 176,541 57,941 66 52,067 783,138 △783,138 ―

計 38,849,898 30,752,688 3,261,047 5,904,895 860,040 79,628,570 △783,138 78,845,431

  営業費用 35,486,165 29,737,647 3,493,807 5,655,511 876,536 75,249,667 298,753 75,548,421

  営業利益 

(又は営業損失) 
3,363,732 1,015,040 △232,759 249,383 △16,495 4,378,902 △1,081,891 3,297,010
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