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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,199 7.1 1,272 16.5 1,295 20.5 766 31.7
20年3月期 7,658 8.6 1,092 7.9 1,075 3.2 582 △2.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 217.87 ― 12.5 14.5 15.5
20年3月期 162.83 162.58 10.1 12.7 14.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 9,257 6,530 69.0 1,832.85
20年3月期 8,665 6,070 68.3 1,673.30

（参考） 自己資本   21年3月期  6,385百万円 20年3月期  5,925百万円

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期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 963 △1,092 △290 2,388
20年3月期 825 △215 △223 2,808

2.  配当の状況 

21年3月期第2四半期配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 10円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00 106 18.4 1.8
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 140 18.4 2.3
22年3月期 

（予想） ― 20.00 ― 20.00 40.00 18.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,000 0.5 600 1.2 610 0.6 370 0.8 106.20

通期 8,300 1.2 1,280 0.6 1,300 0.3 770 0.4 221.02

－ 1 －



4.  その他 
(1) 期中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  

(注) 詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 3,601,681株 20年3月期 3,601,681株
② 期末自己株式数 21年3月期  117,750株 20年3月期  60,694株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 6,936 5.9 907 2.5 1,041 1.9 621 △1.1
20年3月期 6,551 8.6 885 7.0 1,022 4.5 628 33.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 176.64 ―
20年3月期 175.79 175.51

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

21年3月期 8,624 5,614 65.1 1,611.59
20年3月期 7,919 5,279 66.7 1,490.95

（参考） 自己資本 21年3月期  5,614百万円 20年3月期  5,279百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予
想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

3,300 1.4 440 3.6 500 1.2 310 3.0 88.98

通期 7,200 3.8 950 4.7 1,050 0.8 630 1.3 180.83

－ 2 －



当連結会計年度におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰に加えて、米国のサブプライ

ムローン問題に端を発した世界的金融危機等の影響を受け、全般的に企業収益は減少傾向にあります。

輸出や設備投資も大幅に減少し、併せて雇用・所得環境も厳しさが増すなどの内外情勢を反映して、景

気は当面低調に推移するものと見込まれます。 

 当医療用ガス業界も、平成２０年４月の診療報酬及び薬価の改訂の影響に加え、平成１８年の薬事法

改正に基づき平成２１年６月には医薬品特例販売業が廃止されることから、卸売販売業としての体制整

備を行っております。 

 業界内の競合も引続き厳しく、低迷する経済環境の影響も重なって、より強固な企業体質の構築が重

要な課題と言える経営環境にあります。 

 このような環境のもと、当社は積極的な営業活動と、経営の効率化や合理化に努め、医療関連サービ

ス分野の充実という社会的要請の高まりに応えるべく、グループ各社との効率的な連携を図りつつ、業

績向上に向け注力してまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は8,199百万円（前期比7.1％増加）と

なりました。 

 一方損益面につきましても、厳しい市場環境のなか、取引基盤拡充に向けた営業努力を重ねた結果、

当連結会計年度の経常利益は1,295百万円（前期比20.5％増）となり、当期純利益も766百万円（前期比

31.7％増）と前期を上回る結果となりました。 

  

①医療用ガス関連事業 

当関連事業に関する需要は、緩やかながら増加基調にありますが、平成２０年４月の診療報酬及び薬

価改訂の影響もあることから、今後の動向は不透明な状況で、注視していく必要性があります。そのよ

うな状況下、取引基盤の拡充を図るべく営業努力を重ね、優良新規先との取引成約等が得られた結果、

当連結会計年度における売上高は7,968百万円（前期比6.4％増）となり、営業利益は1,267百万円（前

期比9.9％増）となりました。 

②有料老人ホーム関連事業 

当関連事業は、当社の子会社である㈱星コーポレーションが東京都杉並区に介護付有料老人ホーム

（施設名：ライフステージ阿佐ヶ谷）を運営しております。入居者への充実したサービスの提供、施設

入居案内等の宣伝活動を継続た結果、周辺地域への認知度も上がり、入居者の増加及び施設の稼働率が

向上した結果、当連結会計年度における売上高は230百万円（前期比37.8％増）となり、営業利益は4百

万円（前期営業損失62百万円）となりました。 

  

次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、引続き業界を取り巻く環境が目まぐるしく変化する状況に加え、国内

外の経済が不透明感を濃くする中、当業界は高齢化に伴うマーケットの拡大が期待できる反面、企業再

編や医療機関の淘汰が更に加速することに伴い、競争が激化して、厳しい経営環境が継続するものと予

想されます。 

 このような環境を踏まえたうえで、当社グループは更なる人材の育成や、効率的な営業推進に加え、

新たな営業拠点の検討並びに既設各営業所の効率性の見直し、在宅酸素事業への注力、並びにグループ

各社とのより強固な連携を図り、収益源の多角化に向けた具体策を実施して、医療に関する広範な分野

において、営業力と経営基盤の強化に努めてまいります。 

 平成22年3月期の業績見通しにつきましては、売上高8,300百万円（当連結会計年度比1.2％増）、経

常利益1,300百万円（同0.3％増）、当期純利益770百万円（同0.4％増）と見込んでおります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①流動資産 

当連結会計年度末の流動資産の残高は4,976百万円(前連結会計年度末4,830百万円)となり145百万円

増加いたしました。現金及び預金の増加(2,808百万円から2,988百万円へ180百万円増)及び、受取手形

及び売掛金の増加(1,672百万円から1,764百万円へ92百万円増)が主な要因であります。 

②固定資産 

当連結会計年度末の固定資産の残高は、4,281百万円（前連結会計年度末3,834百万円）となり446百

万円増加いたしました。長期預金の増加（200百万円から500百万円へ300百万円増）が主な要因であり

ます。 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産の残高は、6,530百万円(前連結会計年度末6,070百万円)となり459百万円

増加いたしました。当期純利益（766百万円）、配当金の支払（141百万円）が主な要因であります。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度において、現金及び現金同等物は419百万円減少し、当連結会計年度末残高は、2,388

百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動により得られた資金は963百万円（前年同期比138百万円増）とな

りました。 

 これは税金等調整前当期純利益が1,284百万円（前年同期比232百万円増）となり、また減価償却費

292百万円（前年同期比104百万円増）、棚卸資産の減少107百万円（前年同期比145百万円増）、仕入債

務の減少129百万円（前年同期比238百万円増）、法人税等の支払452百万円（前年同期比22百万円減）

があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資活動により使用した資金は1,092百万円（前年同期比877百万円増）と

なりました。 

 これは、定期預金の預入による支出1,800百万円（前年同期比1,800百万円増）、定期預金の払戻によ

る収入900百万円（前年同期比900百万円増）があったこと等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） 

当連結会計年度において、財務活動により使用した資金は290百万円（前年同期比66百万円増）とな

りました。 

 これは、配当金の支払額141百万円（前年同期比1百万円減）、自己株式の取得による支出97百万円

（前年同期比5百万円増）があったこと等によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注） 自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

※1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

※2. 株式時価総額は,期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。  

※3. 営業キャッシュ・フローは、期末連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ  

ーを使用しております。有利子負債は、期末連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払って  

いるすべての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、期末連結キャッシュ・フロー  

計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経

営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても配当性向を高め、安定的

な配当の継続を業績に応じて、行うことを基本方針としております。  

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。  

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続を基本方針に、一株当たり20円の中間配

当(内記念配当10円）、20円の期末配当による年間40円の配当を実施いたします。この結果、当事業年

度の連結配当性向は18.4％となります。 次期の配当については中間20円、期末20円の年間40円を予定

しております（予想配当性向18.3％）。  

 内部留保資金につきましては、同業他社との競争激化に対処し営業体制の整備やコスト競争力の強化

に備えるとともに、将来の事業展開に向けて有効に活用していく所存であります。  

 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。 

  

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率(%) 63.9 66.8 68.0 68.4 69.0

時価ベースの自己資本比率
(%)

105.5 104.0 89.1 61.3 63.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

0.8 0.1 ─ ─ 0.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

67.5 174.4 3,025.5 ─ 278.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

あります。 

なお文中における将来に関する事項は、決算発表日（平成21年5月7日）現在において当社グループ（当

社及び連結会社）が判断したものであります。 

(1)法的な規制について 

 当社グループの主要取扱商品である医療用ガスは、薬価基準に収載されております。薬価基準は、

「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」として、厚生労働大臣が告示するもので

あり、医療保険で使用できる医薬品の範囲と医療機関が使用した医薬品の請求価格を定めたものであり

ます。従って、薬価基準は販売価格の上限として機能しております。このため、薬価改定の内容によっ

ては医療用ガス等の販売価格に反映し、業績及び収益に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、医療用ガス及び医療用関連商品の販売並びに病院向けの医療用ガスの設備の施工・メンテナン

ス、在宅酸素機器の賃貸、介護福祉関連機器のレンタル及び販売については、各事業は監督官庁の許

可、登録、免許及び届出を受けて営業活動を行っておりますので、法令の改正等に伴い経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。 

(2)告示価額制度について 

 当社グループは売上高に占める医療用ガスが42％を占めておりますが、薬価改訂により単価引き下げ

の傾向にあります。将来において主力製品の単価引き下げが発生した場合、経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

(3)全国展開について 

 各事業所・営業所の営業力を強化し、新規取引先を中心に拡大しておりますが当初計画より遅れた場

合、当グループの利益率の低下になり経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

(4)安全について 

 当社グループは、高圧ガス保安法に則り医療用ガス等を製造・販売しておりますが、工場事故等が発

生し生産量が低下した場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

(5)事業投資について 

 当社グループは、近年積極的なＭ＆Ａを展開し業容の拡大を図っております。事業投資が当初計画し

ていた業績から乖離する場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社（株式会社星医療酸器）及び連結子会社７社で構成されており、医療用ガス関

連事業を主たる事業としております。当社グループの事業に係わる位置付けは、当社、㈱星医療酸器関

西、並びに㈱星医療酸器東海が、医療用ガス及び医療用ガス関連商品の企画・販売を行い、医療用ガス

の製造は、各地域製造子会社である㈱エイ・エム・シー（東京都）、㈱アイ・エム・シー（茨城県）、

㈱ケイ・エム・シー（神奈川県）で行っており、当社、㈱星医療酸器関西、並びに㈱星医療酸器東海に

販売しております。また、医療用ガスの設備の工事・メンテナンスは、㈱星エンジニアリングに外注し

ております。  

在宅酸素発生器のレンタル業務につきましては、当社が在宅酸素発生器の輸入及び仕入を行い、当社、

㈱星医療酸器関西、並びに㈱星医療酸器東海にリースしております。  

また、子会社㈱星コーポレーションは有料老人ホーム関連事業を行っております。  

 ㈲大興医酸器は、平成20年10月1日付けで、当社に吸収合併されております。  

当社グループの事業内容及び当社と関係会社との当該事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「地域医療に奉仕する」を経営理念として、人の命を支える医療用ガスを「できる

だけ早く、そして確実に」お届けすることを基本に、常に社会が必要とすること、ユーザーが求めてい

るものを敏感にキャッチし、それに応える高品質なサービスを提供していくことを第一義に取り組んで

おります。 

当社グループは、数値目標として以下の指標を設定し、この達成に向け進んでおります。  

 売上高経常利益率は、12.5%を目標として、安定かつ継続的に収益性を確保し株主の皆様に還元し、

株主資本比率は、連結・単体ベースともに60%を数値目標として更なる企業基盤の安定性を継続してま

いります。 

当社グループの経営戦略は、医療用ガスの安定収益をベースとして成長する在宅酸素市場で、シェア

アップするとともに業界再編が進んでいる中でＭ＆Ａ を含め更なる拡大を行ってまいりました。今後

とも介護保険の充実を勘案し成長市場である介護福祉事業の拡充と、今後の高齢化社会に対応した事業

展開を進めてまいります。 

今後の見通しといたしましては、業界を取り巻く環境が目まぐるしく変化する状況に加え、国内外の

経済が不透明感を濃くする中、当業界は高齢化に伴うマーケットの拡大が期待出来る反面、企業再編や

医療機関の淘汰が更に加速することに伴い、競争が激化して、厳しい経営環境が継続するものと予想さ

れます。 

 このような環境を踏まえたうえで、当社は更なる人材の育成や効率的な営業推進に加え、在宅関連部

門への注力と各営業所の効率性の見直し、並びにグループ各社のより強固な連携を図り、収益源の多角

化に向けた具体策を実施して、全ての分野における営業力と経営基盤の強化に努める所存であります。

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】 
 (1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,808,343 2,988,742

受取手形及び売掛金 1,672,036 1,764,540

商品及び製品 104,267 79,876

未成工事支出金 140,343 56,421

原材料及び貯蔵品 32,210 32,843

繰延税金資産 56,466 59,481

その他 37,811 17,412

貸倒引当金 △21,120 △23,008

流動資産合計 4,830,359 4,976,310

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  1,119,841 ※1  1,110,815

減価償却累計額 △509,313 △550,183

建物及び構築物（純額） 610,528 560,632

機械装置及び運搬具 355,320 354,291

減価償却累計額 △305,175 △312,898

機械装置及び運搬具（純額） 50,144 41,393

工具、器具及び備品 1,540,042 1,692,563

減価償却累計額 △1,285,290 △1,375,313

工具、器具及び備品（純額） 254,752 317,249

リース資産 － 304,392

減価償却累計額 － △57,469

リース資産（純額） － 246,923

土地 ※1  1,851,903 ※1  1,851,903

建設仮勘定 19,868 9,996

有形固定資産合計 2,787,197 3,028,098

無形固定資産   

のれん 50,592 34,666

ソフトウエア 5,535 3,493

電話加入権 8,941 8,941

その他 208 187

無形固定資産合計 65,278 47,289

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  427,071 312,799

長期貸付金 102,177 86,170

長期前払費用 1,611 10,121

繰延税金資産 144,244 159,295

長期預金 200,000 500,000

その他 191,554 196,558

貸倒引当金 △84,388 △58,690

投資その他の資産合計 982,271 1,206,255

固定資産合計 3,834,746 4,281,643

資産合計 8,665,106 9,257,953
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,393,950 1,264,946

未払法人税等 237,636 282,010

賞与引当金 94,460 96,000

設備関係支払手形 28,048 51,400

リース債務 － 247,313

その他 392,947 341,469

流動負債合計 2,147,042 2,283,141

固定負債   

繰延税金負債 18,745 －

退職給付引当金 8,938 －

役員退職慰労引当金 347,147 355,097

長期預り保証金 32,650 57,025

その他 39,922 32,401

固定負債合計 447,405 444,524

負債合計 2,594,448 2,727,665

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,180 436,180

資本剰余金 513,708 513,708

利益剰余金 4,975,356 5,600,697

自己株式 △99,299 △188,243

株主資本合計 5,825,945 6,362,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,180 23,167

少数株主持分 145,532 144,778

純資産合計 6,070,658 6,530,288

負債純資産合計 8,665,106 9,257,953
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 (2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,658,725 8,199,329

売上原価 3,490,789 3,800,246

売上総利益 4,167,935 4,399,083

販売費及び一般管理費   

販売手数料 49,487 46,421

旅費及び交通費 268,888 289,867

役員報酬 221,595 233,760

給料 1,211,112 1,239,400

福利厚生費 174,072 186,036

賞与引当金繰入額 82,133 80,572

退職給付費用 90,218 91,519

役員退職慰労引当金繰入額 24,720 7,950

のれん償却額 24,153 15,926

減価償却費 130,229 128,066

貸倒引当金繰入額 7,675 9,630

その他 791,284 797,071

販売費及び一般管理費合計 3,075,572 3,126,221

営業利益 1,092,363 1,272,861

営業外収益   

受取利息 6,103 10,529

受取配当金 6,823 8,528

仕入割引 2,047 4,467

雑収入 7,307 3,219

営業外収益合計 22,281 26,744

営業外費用   

支払利息 － 3,465

貸倒引当金繰入額 39,204 －

雑損失 － 393

営業外費用合計 39,204 3,858

経常利益 1,075,440 1,295,747

特別損失   

固定資産売却損 ※3  8,958 ※3  61

固定資産除却損 ※1  1,065 ※1  2,124

会員権売却損 1,385 －

減損損失 ※2  11,425 ※2  8,886

特別損失合計 22,833 11,072

税金等調整前当期純利益 1,052,607 1,284,674

法人税、住民税及び事業税 450,226 497,525

法人税等調整額 19,633 12,890

法人税等合計 469,860 510,416

少数株主利益 250 7,315

当期純利益 582,496 766,942
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 (3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 434,646 436,180

当期変動額   

新株の発行 1,534 －

当期変動額合計 1,534 －

当期末残高 436,180 436,180

資本剰余金   

前期末残高 512,176 513,708

当期変動額   

新株の発行 1,532 －

当期変動額合計 1,532 －

当期末残高 513,708 513,708

利益剰余金   

前期末残高 4,537,464 4,975,356

当期変動額   

剰余金の配当 △143,455 △141,301

当期純利益 582,496 766,942

自己株式の処分 △1,148 △299

当期変動額合計 437,892 625,341

当期末残高 4,975,356 5,600,697

自己株式   

前期末残高 △16,594 △99,299

当期変動額   

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 8,824 8,389

当期変動額合計 △82,704 △88,944

当期末残高 △99,299 △188,243

株主資本合計   

前期末残高 5,467,692 5,825,945

当期変動額   

新株の発行 3,066 －

剰余金の配当 △143,455 △141,301

当期純利益 582,496 766,942

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 7,675 8,090

当期変動額合計 358,253 536,396

当期末残高 5,825,945 6,362,342
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 180,573 99,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,392 △76,013

当期変動額合計 △81,392 △76,013

当期末残高 99,180 23,167

評価・換算差額等合計   

前期末残高 180,573 99,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,392 △76,013

当期変動額合計 △81,392 △76,013

当期末残高 99,180 23,167

少数株主持分   

前期末残高 150,195 145,532

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,663 △753

当期変動額合計 △4,663 △753

当期末残高 145,532 144,778

純資産合計   

前期末残高 5,798,460 6,070,658

当期変動額   

新株の発行 3,066 －

剰余金の配当 △143,455 △141,301

当期純利益 582,496 766,942

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 7,675 8,090

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,056 △76,766

当期変動額合計 272,197 459,629

当期末残高 6,070,658 6,530,288
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,052,607 1,284,674

減価償却費 188,636 292,964

減損損失 11,425 8,886

のれん償却額 24,153 15,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,887 △16,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,380 7,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,758 △23,809

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,480 1,540

受取利息及び受取配当金 △12,926 △19,057

支払利息 － 3,465

有形固定資産除売却損益（△は益） 10,023 2,186

会員権売却損益（△は益） 1,385 －

売上債権の増減額（△は増加） △128,434 △66,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,432 107,679

仕入債務の増減額（△は減少） 109,152 △129,004

その他 32,245 △68,236

小計 1,287,567 1,401,370

利息及び配当金の受取額 12,716 18,145

利息の支払額 － △3,465

法人税等の支払額 △475,043 △452,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 825,241 963,372

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 － △1,800,000

定期預金の払戻による収入 － 900,000

投資有価証券の取得による支出 △18,712 △19,512

有形固定資産の取得による支出 △154,104 △161,349

有形固定資産の売却による収入 2,360 210

無形固定資産の取得による支出 － △407

長期貸付けによる支出 △39,692 －

長期貸付金の回収による収入 10,569 20,352

その他の支出 △20,542 △34,626

その他の収入 5,018 2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,103 △1,092,727

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △59,199

株式の発行による収入 3,066 －

自己株式の売却による収入 7,675 7,682

自己株式の取得による支出 △91,529 △97,334

配当金の支払額 △142,931 △141,801

その他の収入 － 407

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,718 △290,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 386,419 △419,601

現金及び現金同等物の期首残高 2,421,924 2,808,343

現金及び現金同等物の期末残高 2,808,343 2,388,742
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しております。 

当該連結子会社は、㈱エイ・エム・シ

ー、㈱アイ・エム・シー、㈱ケイ・エ

ム・シー、㈱星エンジニアリング、㈲

大興医酸器、㈱星医療酸器関西、㈱星

医療酸器東海及び㈱星コーポレーショ

ンの８社であります。

㈲メディカルキャストは、平成20年３

月25日付けで、㈱星コーポレーション

に吸収合併されております。

 子会社は全て連結しております。 

当該連結子会社は、㈱エイ・エム・シ

ー、㈱アイ・エム・シー、㈱ケイ・エ

ム・シー、㈱星エンジニアリング、㈱

星医療酸器関西、㈱星医療酸器東海及

び㈱星コーポレーションの７社であり

ます。

㈲大興医酸器は、平成20年10月1日付け

で、㈱星医療酸器に吸収合併されてお

ります。

２ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法
①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

        同左 

  

  

 

   時価のないもの

同左

②たな卸資産

   商品・製品・原材料

    主として総平均法による原価

法

   未成工事支出金

    個別法による原価法

   貯蔵品

    終仕入原価法

②たな卸資産

 ア．通常の販売目的で保有するた

な卸資産

   評価基準は原価法（収益性の低

下よる簿価切下げの方法）によっ

ております。

   商品・製品・原材料

    主として総平均法

   未成工事支出金

    個別法

   貯蔵品

    終仕入原価法

(会計方針の変更)

      ─────  当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成1８年７月５日 企業会

計基準第９号）を適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法(収益性

の低下における簿価切下げの方法）に

変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える

影響はありません。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

 定率法によっております。

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備は除く)につ

いては、定額法によっております。

  なお、レンタル用資産(工具器具

及び備品)は、経済的耐用年数によ

る定額法によっております。

①有形固定資産

同左
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なお、上記「連結の範囲に関する事項」及び「会計処理基準に関する事項」以外は 近の有価証券報告書(平成20

年６月27日提出)における記載から変更がないため、開示を省略します。 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（会計方針の変更）
 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。  
 これに伴い、前連結会計年度と同一
の方法によった場合と比べ、営業利益
が6,126千円、経常利益が6,126千円、
税金等調整前当期純利益が6,126千円そ
れぞれ減少しております。  
 なお、セグメント情報に与える影響
については、当該箇所に記載しており
ます。

     ─────

（追加情報）
 なお、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、前連結会計年度と同一の方法によ
った場合と比べ、営業利益が6,306千
円、経常利益が6,306千円、税金等調整
前当期純利益が6,306千円それぞれ減少
となります。 
 なお、セグメント情報に与える影響
については、当該箇所に記載しており
ます。

     ─────

 (3) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

─────

 ───────

 

(会計方針の変更）
 当連結会計年度より、「リース取引
に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 平成５年６月17日 終改正平
成19年３月30日 企業会計基準第13
号）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準適用指針第16
号）を適用し、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、通常の
売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法
は、リース期間を耐用年数とし、残存
価格をゼロとして算定する方法によっ
ております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年
度前の所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を引き
続き採用しております。 
 これにより営業利益、経常利益、税
金等調整前当期純利益に与える影響は
軽微であります。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【重要な会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

──────  当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成1８年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価

法から原価法(収益性の低下における簿価切下げの方

法）に変更しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。

(リース取引に関する会計基準等)

──────  当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改

正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日

企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理に変更しております。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を

耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方法によ

っております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。 

 これにより営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益に与える影響は軽微であります。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(連結貸借対照表)

───────  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「未

成工事支出金」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品及び製品」「未成工事支出金」「原材料及び

貯蔵品」は、それぞれ104,267千円、140,343千円、

32,210千円であります。 

 

 前連結会計年度において、「預り入居一時金」として

掲記されたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

い、当連結会計年度より「長期預り保証金」として表示

しております。 

 

───────

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において、「自己株式の取得・売却に

よる収支」として掲記されたものは、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い、当連結会計年度より「自己株式の

売却による収入」及び「自己株式の取得による支出」に

区分表示しております。
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による増加    2,000 株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

平成19年８月６日取締役会決議による自己株式の取得  28,900 株 

平成20年２月８日取締役会決議による自己株式の取得  30,100 株 

単元未満株式の買取請求による増加                     131 株 

  

減少数の内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による割当                       5,000 株 

単元未満株式の買増請求による減少                       7 株 

  

 
  

 
  

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,599,681 2,000 ─ 3,601,681

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,570 59,131 5,007 60,694

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会

普通株式 107,793 30.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年11月12日 
取締役会

普通株式 35,662 10.00 平成19年9月30日 平成19年12月4日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 70,819 20.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

平成20年５月16日取締役会決議による自己株式の取得  11,200 株 

平成20年８月８日取締役会決議による自己株式の取得  5,800 株 

平成20年11月17日取締役会決議による自己株式の取得  26,400 株 

平成21年２月16日取締役会決議による自己株式の取得  18,500 株 

単元未満株式の買取請求による増加                    438 株 

  

減少数の内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による割当                       5,000 株 

単元未満株式の買増請求による減少                     282 株 

  

 
  

 
（注）平成20年11月10日取締役会決議による配当金の内訳  普通配当 10.00円  記念配当 10.00円 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,601,681 ─ ─ 3,601,681

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 60,694 62,338 5,282 117,750

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 70,819 20.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年11月10日 
取締役会

普通株式 70,481 20.00 平成20年9月30日 平成20年12月2日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 69,678 20.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、製品・商品の種類を基準として、「医療用ガス関連事業」及び「有料
老人ホーム関連事業」の２つに区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・商品の名称 

 
３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主な資産は、㈱星医療酸器の現金及び預金、

投資有価証券等であり、金額は下記のとおりであります。 

前連結会計年度 2,682,960千円 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）及び（追加情報）に記
載のとおり、当連結会計年度において、当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、減価償
却の方法を変更しております。この変更に伴い、従来の償却方法によった場合と比較して、当連
結会計年度の「医療用ガス関連事業」の減価償却費が12,432千円増加したことにより営業費用が
同額増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

医療用ガス 
関連事業 
(千円)

有料老人ホーム
関連事業 
(千円)

計 
（千円）

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

7,491,364 167,360 7,658,725 ─ 7,658,725

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,217 ─ 1,217 △1,217 ─

計 7,492,581 167,360 7,659,942 △1,217 7,658,725

営業費用 6,339,347 229,451 6,568,799 △2,437 6,566,361

営業利益又は営業損失
(△)

1,153,234 △62,091 1,091,143 1,220 1,092,363

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

資産 5,600,838 381,307 5,982,146 2,682,960 8,665,106

減価償却費 186,117 26,673 212,790 ─ 212,790

減損損失 11,425 ─ 11,425 ─ 11,425

資本的支出 153,904 200 154,104 ─ 154,104

事業区分 売上区分 主要製品・商品

医療用ガス 
関連事業

ガス関連
医療用酸素ガス、麻酔用ガス、分析用標準ガス、滅菌用ガス、その他
医療用ガス全般、各種調整器及び流量計各種吸引器、その他医療用機
器全般、容器運搬車

在宅関連
在宅酸素療法用酸素濃縮器、在宅酸素療法用液化酸素、在宅人工呼吸
器、在宅酸素療法機器

工事関連
医療ガス配管工事企画・設計・施工、特殊ガス配管工事企画・設計・
施工、医療ガス配管設備保守点検

介護福祉関連

電動三輪スクーター、電動四輪スクーター、歩行補助車・歩行器、車
椅子・ストレッチャー、伸縮杖・折りたたみ杖・固定杖、四点杖・ロ
フトストランド・クラッチ・松葉杖、入浴用品・排泄用品、介護・福
祉機器全般、その他介護用品の販売及びレンタル事業 
生体モデル、聴診器、血圧計、ナース用品、その他看護学校向け商品

有料老人ホーム関連事業 有料老人ホームの経営、その他付帯する業務
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、製品・商品の種類を基準として、「医療用ガス関連事業」及び「有料
老人ホーム関連事業」の２つに区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・商品の名称 

 
３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主な資産は、㈱星医療酸器の現金及び預金、

投資有価証券等であり、金額は下記のとおりであります。 

当連結会計年度 2,784,434 千円 

  

医療用ガス 
関連事業 
(千円)

有料老人ホーム
関連事業 
(千円)

計 
（千円）

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

7,968,691 230,638 8,199,329 ─ 8,199,329

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,300 ─ 1,300 △1,300 ─

計 7,969,991 230,638 8,200,629 △1,300 8,199,329

営業費用 6,702,243 226,357 6,928,601 △2,133 6,926,468

営業利益 1,267,747 4,280 1,272,028 833 1,272,861

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

資産 6,073,526 399,992 6,473,518 2,784,434 9,257,953

減価償却費 287,145 21,744 308,890 ─ 308,890

減損損失 8,886 ─ 8,886 ─ 8,886

資本的支出 161,349 407 161,756 ─ 161,756

事業区分 売上区分 主要製品・商品

医療用ガス 
関連事業

ガス関連
医療用酸素ガス、麻酔用ガス、分析用標準ガス、滅菌用ガス、その他
医療用ガス全般、各種調整器及び流量計各種吸引器、その他医療用機
器全般、容器運搬車

在宅関連
在宅酸素療法用酸素濃縮器、在宅酸素療法用液化酸素、在宅人工呼吸
器、在宅酸素療法機器

工事関連
医療ガス配管工事企画・設計・施工、特殊ガス配管工事企画・設計・
施工、医療ガス配管設備保守点検

介護福祉関連

電動三輪スクーター、電動四輪スクーター、歩行補助車・歩行器、車
椅子・ストレッチャー、伸縮杖・折りたたみ杖・固定杖、四点杖・ロ
フトストランド・クラッチ・松葉杖、入浴用品・排泄用品、介護・福
祉機器全般、その他介護用品の販売及びレンタル事業 
生体モデル、聴診器、血圧計、ナース用品、その他看護学校向け商品

有料老人ホーム関連事業 有料老人ホームの経営、その他付帯する業務
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

（関連当事者情報）
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産
繰越欠損金 180,978千円
役員退職慰労引当金 140,274千円
投資有価証券評価損 40,786千円
賞与引当金 38,359千円
未払事業税 17,561千円
貸倒引当金 28,245千円
減損損失 9,953千円
退職給付引当金 3,273千円
一括償却資産 7,613千円
未払費用 3,667千円
その他 10,801千円
繰延税金資産小計 481,516千円
評価性引当額 △238,925千円
繰延税金資産合計 242,590千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △60,624千円
繰延税金負債合計 △60,624千円
繰延税金資産の純額 181,965千円

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。
流動資産－繰延税金資産 56,466千円
固定資産－繰延税金資産 144,244千円
固定負債－繰延税金負債 △18,745千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産
繰越欠損金 147,022千円
役員退職慰労引当金 143,486千円
投資有価証券評価損 29,878千円
賞与引当金 35,520千円
未払事業税 20,203千円
貸倒引当金 21,809千円
減損損失 7,764千円
一括償却資産 5,342千円
未払費用 3,851千円
その他 14,072千円
繰延税金資産小計 428,952千円
評価性引当額 △195,627千円
繰延税金資産合計 233,325千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △10,922千円
長期前払費用 △3,625千円
繰延税金負債合計 △14,548千円
繰延税金資産の純額 218,777千円

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。
流動資産－繰延税金資産 59,481千円
固定資産－繰延税金資産 159,295千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

 (調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.8％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.1％

住民税均等割等 0.7％

欠損金子会社の未認識税務利益 2.6％

税務上の繰越欠損金の利用 △2.6％

評価性引当額積立 3.1％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

44.6％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の5/100以下であるた
め注記を省略しております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

取得原価

(千円)

連結決算日における連結
貸借対照表計上額 

(千円)

差額

(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

 ①株式 175,747 356,169 180,421

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

 小計 175,747 356,169 180,421

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

 ①株式 40,569 27,650 △12,919

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

 小計 40,569 27,650 △12,919

合計 216,317 383,819 167,501

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 43,252

合計 43,252
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

     

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

 リース取引、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略いたします。 

取得原価

(千円)

連結決算日における連結
貸借対照表計上額 

(千円)

差額

(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

 ①株式 119,064 166,770 47,706

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

 小計 119,064 166,770 47,706

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

 ①株式 122,932 108,943 △13,988

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

 小計 122,932 108,943 △13,988

合計 241,997 275,714 33,717

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 37,085

合計 37,085

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

共通支配下の取引等 

１．対象となった企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要 

(1)対象となった企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

企業の名称 ㈱星コーポレーション（当社の連結子会社） 

事業の内容 有料老人ホームの運営 

②被結合企業 

企業の名称 ㈲メディカルキャスト（当社の連結子会社） 

事業の内容 医療機械器具・医療用品の販売・修理及びリース（休眠会社） 

(2)企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

平成20年３月25日を合併期日とし、㈱星コーポレーション（当社の連結子会社）を存続会社、㈲メ

ディカルキャストを消滅会社とする吸収合併であり、結合後の企業の名称は㈱星コーポレーションと

なっております。なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

(3)取引の目的を含む取引の概要 

当社の連結子会社である㈱星コーポレーションが、経営効率の改善と向上および資源の有効活用を

目的として、当社の連結子会社である㈲メディカルキャストと合併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

共通支配下の取引として、㈱星コーポレーションが㈲メディカルキャストより受入れた資産及び負

債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上しております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

子会社との合併 

当社と当社の完全子会社である有限会社大興医酸器は、平成20年６月27日開催の定時株主総会での承

認に基づき、平成20年10月１日を期日として合併いたしました。 

１．合併の目的 

当社と、当社の連結子会社である有限会社大興医酸器は、グループ経営の簡素化と業務効率の改善を

図ることを目的に合併を決定いたしました。 

２．合併の要旨 

(1)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、有限会社大興医酸器は解散いたします。 

(2)合併比率 

100%子会社の合併であることから、合併比率の取決めはありません。 

３．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 終改正 平成19年11月15日 企業

会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
  

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 

  至 平成20年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 

  至 平成21年3月31日）

１株当たり純資産額 1,673円30銭 １株当たり純資産額 1,832円85銭

１株当たり当期純利益 162円83銭 １株当たり当期純利益 217円87銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

162円58銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

─円 ─銭

項 目
前連結会計年度末
(平成20年3月31日)

当連結会計年度末
(平成21年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計(千円) 6,070,658 6,530,288

普通株式に係る純資産額(千円) 5,925,126 6,385,509

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 145,532 144,778

普通株式の発行済株式(株) 3,601,681 3,601,681

普通株式の自己株式数(株) 60,694 117,750

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

3,540,987 3,483,931

項 目
前連結会計年度

(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 582,496 766,942

普通株式に係る当期純利益(千円) 582,496 766,942

普通株主に帰属しない金額 ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 3,577,247 3,520,256

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に用いられた当期純利益調整額

─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に用いられた普通株式増加数の 
主要な内訳（株）

 新株予約権 5,528 ─

普通株式増加数（株） 5,528 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に 
含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式による
ストックオプション

新株予約権方式による
ストックオプション

①   ─   
②53,500株

上記の詳細については、
第４ 提出会社の状況１
株式等の状況(2)新株予
約権等の状況に記載のと
おりであります。

 ①32,600株
 

同左

㈱星医療酸器(7634)　平成21年3月期　決算短信

－ 28 －



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

子会社との合併 

当社は、平成20年５月16日開催の取締役会において、当社と連結子会社との合併について決議いた

しました。また、当該合併については、同年６月27日開催の定時株主総会で承認されております。 

１．合併の目的 

当社と、当社の連結子会社である㈲大興医酸器は、グループ経営の簡素化と業務効率の改善を図るこ

とを目的に合併を決定いたしました。 

２．合併の要旨 

(1)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈲大興医酸器は解散いたします。 

(2)合併比率 

100％子会社の合併であることから、合併比率の取決めはありません。 

(3)合併消滅会社の概要(2008年３月31日時点) 

 
(4)合併期日 

平成20年10月１日(予定) 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

(1)商号 有限会社大興医酸器
（消滅会社）

(2)事業内容

医療用ガス・関連商品及び介護福祉関
連商品の販売、医療用ガス配管関連工
事及びメンテナンス業務、在宅酸素発
生器のレンタル業務

(3)売上高 150,643千円

(4)当期純利益 30,426千円

(5)純資産 △20,248千円

(6)総資産 52,579千円

(7)従業員数等 4人
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5.【個別財務諸表】 
 (1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,279,954 2,433,277

受取手形 311,877 288,593

売掛金 1,157,122 1,323,707

商品 86,856 60,464

未成工事支出金 45,535 35,699

貯蔵品 11,832 11,512

前払費用 2,644 3,069

繰延税金資産 45,871 46,912

その他 8,984 9,000

貸倒引当金 △14,730 △17,388

流動資産合計 3,935,948 4,194,848

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  836,853 ※1  829,710

減価償却累計額 △434,234 △459,517

建物（純額） 402,618 370,193

構築物 38,266 37,594

減価償却累計額 △27,628 △29,050

構築物（純額） 10,637 8,544

機械及び装置 286,454 286,454

減価償却累計額 △259,872 △266,067

機械及び装置（純額） 26,582 20,386

車両運搬具 53,060 63,002

減価償却累計額 △29,577 △42,020

車両運搬具（純額） 23,483 20,982

工具、器具及び備品 1,467,462 1,627,719

減価償却累計額 △1,226,943 △1,309,391

工具、器具及び備品（純額） 240,519 318,328

リース資産 － 238,065

減価償却累計額 － △43,440

リース資産（純額） － 194,624

土地 ※1  1,851,903 ※1  1,851,903

建設仮勘定 19,868 9,996

有形固定資産合計 2,575,613 2,794,959

無形固定資産   

のれん 48,800 34,666

ソフトウエア 3,496 2,183

電話加入権 8,171 8,795

その他 208 187

無形固定資産合計 60,677 45,833
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  338,401 268,915

関係会社株式 167,973 167,973

出資金 3,423 18,413

長期貸付金 68,485 52,570

関係会社長期貸付金 ※2  458,000 ※2  403,000

破産更生債権等 46,673 20,731

長期前払費用 1,611 9,077

繰延税金資産 230,108 218,872

敷金及び保証金 13,000 29,785

会員権 8,381 8,381

保険積立金 64,604 82,241

長期預金 200,000 500,000

その他 24,328 6,911

貸倒引当金 △278,224 △198,280

投資その他の資産合計 1,346,765 1,588,593

固定資産合計 3,983,056 4,429,386

資産合計 7,919,004 8,624,235

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  637,280 ※2  557,115

買掛金 ※2  1,097,355 ※2  1,276,465

未払金 33,338 55,334

未払費用 115,532 135,877

リース債務 － 192,084

未払法人税等 218,172 212,084

未払消費税等 27,874 6,649

前受金 22,270 2,386

預り金 11,427 9,728

賞与引当金 59,000 60,200

設備関係支払手形 45,668 130,074

流動負債合計 2,267,920 2,638,000

固定負債   

退職給付引当金 7,750 －

役員退職慰労引当金 344,147 352,097

長期預り金 19,767 19,485

固定負債合計 371,665 371,583

負債合計 2,639,586 3,009,583
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,180 436,180

資本剰余金   

資本準備金 513,708 513,708

資本剰余金合計 513,708 513,708

利益剰余金   

利益準備金 19,810 19,810

その他利益剰余金   

別途積立金 3,040,000 3,490,000

繰越利益剰余金 1,287,871 1,318,080

利益剰余金合計 4,347,681 4,827,890

自己株式 △99,299 △188,243

株主資本合計 5,198,270 5,589,534

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,147 25,116

評価・換算差額等合計 81,147 25,116

純資産合計 5,279,418 5,614,651

負債純資産合計 7,919,004 8,624,235
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 (2)【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 4,180,668 4,114,781

在宅関連収入 1,940,217 2,027,677

工事売上高 430,447 794,143

売上高合計 6,551,332 6,936,602

売上原価   

商品期首たな卸高 86,675 86,856

当期商品仕入高 2,116,270 2,051,396

他勘定受入高 19,768 －

合計 2,222,714 2,138,252

他勘定振替高 25,695 19,768

商品期末たな卸高 86,856 60,464

商品売上原価 2,110,163 2,058,019

在宅関連収入原価 749,310 832,665

工事売上原価 351,193 634,080

売上原価合計 ※2  3,210,666 ※2  3,524,764

売上総利益 3,340,666 3,411,837

販売費及び一般管理費   

販売手数料 47,600 45,173

配送費 223,278 221,670

旅費及び交通費 167,936 182,516

役員報酬 195,990 212,280

給料 827,079 853,470

福利厚生費 121,268 127,179

賞与引当金繰入額 58,223 59,115

退職給付費用 70,569 71,111

役員退職慰労引当金繰入額 24,720 7,950

賃借料 120,215 121,103

保険料 28,752 32,720

減価償却費 130,262 129,096

その他 439,295 441,146

販売費及び一般管理費合計 ※2  2,455,192 ※2  2,504,534

営業利益 885,473 907,303

営業外収益   

受取利息 10,556 14,833

受取配当金 5,717 7,013

受取賃貸料 ※2  82,836 ※2  82,296

経営指導料 ※2  47,680 ※2  45,660

雑収入 3,048 2,576

営業外収益合計 149,838 152,380

営業外費用   

支払利息 － 2,504

賃貸収入原価 12,759 15,299

雑損失 － 393

営業外費用合計 12,759 18,197

経常利益 1,022,552 1,041,486
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 106,005 46,960

特別利益合計 106,005 46,960

特別損失   

固定資産売却損 ※3  8,958 ※3  61

固定資産除却損 ※1  1,065 ※1  2,068

会員権売却損 1,385 －

減損損失 ※4  6,062 ※4  8,886

抱合せ株式消滅差損 － 1,346

特別損失合計 17,471 12,362

税引前当期純利益 1,111,087 1,076,083

法人税、住民税及び事業税 416,632 414,736

法人税等調整額 65,620 39,537

法人税等合計 482,253 454,273

当期純利益 628,833 621,810
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 (3)【株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 434,646 436,180

当期変動額   

新株の発行 1,534 －

当期変動額合計 1,534 －

当期末残高 436,180 436,180

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 512,176 513,708

当期変動額   

新株の発行 1,532 －

当期変動額合計 1,532 －

当期末残高 513,708 513,708

資本剰余金合計   

前期末残高 512,176 513,708

当期変動額   

新株の発行 1,532 －

当期変動額合計 1,532 －

当期末残高 513,708 513,708

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 19,810 19,810

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,810 19,810

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,640,000 3,040,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 450,000

当期変動額合計 400,000 450,000

当期末残高 3,040,000 3,490,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,203,641 1,287,871

当期変動額   

剰余金の配当 △143,455 △141,301

別途積立金の積立 △400,000 △450,000

当期純利益 628,833 621,810

自己株式の処分 △1,148 △299

当期変動額合計 84,230 30,208

当期末残高 1,287,871 1,318,080
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,863,451 4,347,681

当期変動額   

剰余金の配当 △143,455 △141,301

別途積立金の積立 － －

当期純利益 628,833 621,810

自己株式の処分 △1,148 △299

当期変動額合計 484,230 480,208

当期末残高 4,347,681 4,827,890

自己株式   

前期末残高 △16,594 △99,299

当期変動額   

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 8,824 8,389

当期変動額合計 △82,704 △88,944

当期末残高 △99,299 △188,243

株主資本合計   

前期末残高 4,793,679 5,198,270

当期変動額   

新株の発行 3,066 －

剰余金の配当 △143,455 △141,301

当期純利益 628,833 621,810

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 7,675 8,090

当期変動額合計 404,591 391,264

当期末残高 5,198,270 5,589,534

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 151,350 81,147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,203 △56,030

当期変動額合計 △70,203 △56,030

当期末残高 81,147 25,116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 151,350 81,147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,203 △56,030

当期変動額合計 △70,203 △56,030

当期末残高 81,147 25,116
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 4,945,030 5,279,418

当期変動額   

新株の発行 3,066 －

剰余金の配当 △143,455 △141,301

当期純利益 628,833 621,810

自己株式の取得 △91,529 △97,334

自己株式の処分 7,675 8,090

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,203 △56,030

当期変動額合計 334,388 335,233

当期末残高 5,279,418 5,614,651
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該当事項はありません。 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成19年８月６日取締役会決議による自己株式の取得  28,900 株 

平成20年２月８日取締役会決議による自己株式の取得  30,100 株 

単元未満株式の買取請求による増加                    131 株 

  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による割当                         5,000 株 

単元未満株式の買増請求による減少                        7 株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成20年５月16日取締役会決議による自己株式の取得  11,200 株 

平成20年８月８日取締役会決議による自己株式の取得   5,800 株 

平成20年11月17日取締役会決議による自己株式の取得  26,400 株 

平成21年２月16日取締役会決議による自己株式の取得  18,500 株 

単元未満株式の買取請求による増加                    438 株 

  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による割当                         5,000 株 

単元未満株式の買増請求による減少                      282 株 

  

前事業年度(平成20年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【個別財務諸表に関する注記事項】

（株主資本等変動計算書関係）

第34期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,570 59,131 5,007 60,694

第35期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 60,694 62,338 5,282 117,750

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

第34期 
(平成20年３月31日)

第35期 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳
繰延税金資産
役員退職慰労引当金 139,035千円
投資有価証券評価損 29,878千円
賞与引当金 23,836千円
未払事業税 16,066千円
貸倒引当金 107,661千円
減損損失 2,449千円
退職給付引当金 3,131千円
一括償却資産 7,397千円
未払費用 2,764千円
関係会社株式評価損 24,239千円
その他 15,553千円
繰延税金資産小計 372,014千円
評価性引当額 △54,118千円
繰延税金資産合計 317,896千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △41,916千円
繰延税金負債合計 △41,916千円
繰延税金資産の純額 275,980千円

 (注)当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。
流動資産－繰延税金資産 45,871千円
固定資産－繰延税金資産 230,108千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳
繰延税金資産
役員退職慰労引当金 142,247千円
投資有価証券評価損 29,878千円
賞与引当金 24,320千円
未払事業税 15,543千円
貸倒引当金 81,855千円
減損損失 5,660千円
一括償却資産 5,252千円
未払費用 2,863千円
関係会社株式評価損 24,239千円
その他 3,434千円
繰延税金資産小計 335,296千円
評価性引当額 △54,118千円
繰延税金資産合計 281,178千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △12,574千円
長期前払費用 △2,818千円
繰延税金負債合計 △15,393千円
繰延税金資産の純額 265,785千円

 (注)当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。
流動資産－繰延税金資産 46,912千円
固定資産－繰延税金資産 218,872千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.4％
(調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.8％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.1％

住民税均等割等 0.6％
評価性引当額積立 1.6％
その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

43.4％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の5/100以下であるた
め注記を省略しております。
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

該当事項はありません。 

  

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

子会社との合併 

当社と当社の子会社である有限会社大興医酸器は、平成20年６月27日開催の定時株主総会での承認

に基づき、平成20年10月１日を期日として合併いたしました。 

１．合併の目的 

当社と、当社の連結子会社である有限会社大興医酸器は、グループ経営の簡素化と業務効率の改善

を図ることを目的に合併を決定いたしました。 

２．合併の要旨 

(1)合併方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、有限会社大興医酸器は解散いたします。 

(2)合併比率 

100％子会社の合併であることから、合併比率の取決めはありません。 

３．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」 （企業会計基準委員会 終改正 平成19年11月15日

企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
  

   
  

(１株当たり情報)

第34期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,490円95銭 １株当たり純資産額 1,611円59銭

１株当たり当期純利益 175円79銭 １株当たり当期純利益 176円64銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

175円51銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

─円─銭

項 目
前事業年度末

(平成20年3月31日)
当事業年度末

(平成21年3月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計(千円) 5,279,418 5,614,651 

普通株式に係る純資産額(千円) 5,279,418 5,614,651

普通株式の発行済株式(株) 3,601,681 3,601,681

普通株式の自己株式数(株) 60,694 117,750

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株）

3,540,987 3,483,931

項目
第34期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 628,833 621,810

普通株式に係る当期純利益(千円) 628,833 621,810

普通株主に帰属しない金額 ─ ─

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式

数の種類別の内訳(株)

 普通株式 3,577,247 3,520,256

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた当期純利益調整額
─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳(株)

 新株予約権 5,528 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

新株予約権方式による

ストックオプション

①    ─

② 53,500株

上記の詳細については、第

４提出会社の状況１株式等

の状況(2)新株予約権等の

状況に記載のとおりであり

ます。

新株予約権方式による

ストックオプション

① 32,600株 

 

同左
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

子会社との合併 

当社は、平成20年５月16日開催の取締役会において、当社と連結子会社との合併について決議いた

しました。また、当該合併については、同年６月27日開催の定時株主総会で承認されております。 

１．合併の目的 

当社と、当社の連結子会社である㈲大興医酸器は、グループ経営の簡素化と業務効率の改善を図るこ

とを目的に合併を決定いたしました。 

２．合併の要旨 

(1)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈲大興医酸器は解散いたします。 

(2)合併比率 

100％子会社の合併であることから、合併比率の取決めはありません。 

(3)合併消滅会社の概要(2008年３月31日時点) 

 
(4)合併期日 

平成20年10月１日（予定） 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

(1)商号 有限会社大興医酸器
（消滅会社）

(2)事業内容

医療用ガス・関連商品及び介護福祉関
連商品の販売、医療用ガス配管関連工
事及びメンテナンス業務、在宅酸素発
生器のレンタル業務

(3)売上高 150,643千円

(4)当期純利益 30,426千円

(5)純資産 △20,248千円

(6)総資産 52,579千円

(7)従業員数等 4人
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動(平成21年6月26日開催予定の第35回定時株主総会において選任予定であります。) 

１．新任監査役候補 

徳田 孝司 (現 公認会計士） 

石尾 肇  (現 公認会計士） 

(注) 新任監査役候補者徳田孝司氏、石尾肇氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

なお、その他の役員の異動につきましては、平成21年５月７日付「新任社外監査役人事に関するお

知らせ」にて発表しております。 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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