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１．18 年 3月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（1）連結経営成績                                 （百万円未満切り捨て） 
 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年３月期 11,062 7.0 3,093 9.4 3,399 5.6 
17年３月期 10,339 0.3 2,828 △8.8 3,219 △5.3 

 
 

当期純利益 
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

株主資本 
当期純利益率

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年３月期 1,926 12.4 4,140.00 ─ 9.1 13.2 30.7 
17年３月期 1,713 △4.2 4,023.89 ─ 9.4 13.9 31.1 

（注）①持分法投資損益       18年3月期  ──  百万円   17年3月期  ──  百万円 
   ②期中平均株式数（連結）   18年3月期  460,454株     17年3月期  420,769株 
   ③会計処理の方法の変更  無 
   ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
    
（2）連結財政状態                                 （百万円未満切り捨て） 
 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年３月期 27,372 23,044 84.2 48,782.98 
17年３月期 23,994 19,156 79.8 45,346.63 

（注）期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 471,987 株 17 年 3 月期 422,000 株 
 

（3）連結キャッシュ・フローの状況                          （百万円未満切り捨て） 
 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 

18年３月期 1,849 △576 1,137 14,584 
17年３月期 1,815 △333 △420 12,165 

 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 2 社  持分法適用非連結子会社数 ─社  持分法適用関連会社数 ─社 

 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） 1 社  （除外） ─社   持分法（新規） ─社  （除外） ─社 
 

２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中間期 5,698 1,775 902 
通 期 11,691 3,417 1,966 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）2,083 円 68 銭 

（注）平成 18 年 4月 13 日開催の取締役会決議により、平成 18 年 5月 31 日現在の株主に対し平成 18 年 6 月 1日付

をもって、普通株式 1株につき 2株の割合で株式分割する予定であります。 

   なお、1株当たり予想当期純利益(通期）は、当該株式分割後の発行株式数により算出しております。 

 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に

係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異
なる結果となる可能性があります。 

 

 

 



１．企業集団の状況 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（メディキット㈱）、子会社 2 社により構成されており、医療機器の開発・

製造・販売を業務としております。医療機器の製造は子会社東郷メディキット㈱が行っており、当社は東郷メディキット㈱より

同製品を仕入れ、国内外ユーザーに販売しております。なお、当社グループの国際戦略製品の生産拠点として、平成 17 年 7 月に

ベトナムに現地法人を設立しております。 
 
当社グループは、主として血管・血液に関する分野の医療機器を取扱っており、品目別の主要製品は下表のとおりであります。

人工透析類では人工透析用留置針を中心とした人工透析関連製品を扱い、当社の主要製品名はハッピーキャスであります。静脈

留置針（麻酔）類に属する製品は輸血や輸液に使用する製品であり、当社の主要製品名はスーパーキャスであります。そして、

アンギオ類に属する製品は、血管造影、血管内治療に用いる製品であります。主要製品名はスーパーシースであります。 
 

品目 区  分 主要製品名 

人工透析類 人工透析用留置針 ハッピーキャス・ハッピーキャス CLｓ等 

静脈留置針（麻

酔）類 
輸血・輸液用静脈留置針 スーパーキャス・スーパーキャス（安全機構付） 

イントロデューサー スーパーシース・インサートシース等 
アンギオ類 

血管造影用カテーテル メディキット血管造影カテーテル 

［事業系統図］ 
事業の系統図は次のとおりとなります。 

医療機関  卸売業者 

   

 
 

メディキット㈱ 
（販売） 

 
 

   

東郷メディキット㈱ 
（連結子会社・製造） 
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Medikit Vietnam Co.,Ltd. 

（連結子会社・製造） 
平成 17 年 7 月 29 日設立 

 
 
 
 

製品の供給 

部品等の供給 材料等の供給 

 



 

 

-3- 

２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、社是に掲げた“創造、迅速、確実”をモットーとして、品質の高い製品を医療現場に提供し、日々

進歩する医療に対して提案できる企業であることを基本方針としております。この基本方針のもと、当社グループは、

健全なる企業の発展と企業価値の向上に努め、株主の皆様をはじめ医療関係者の方々の信頼を高めてまいります。 
 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題と位置付け、長期

的な安定配当を実現していくこと、また、機動的・戦略的な開発や投資に備える内部留保を行い、経営の柔軟性・安定

性を高めることと考えております。なお、内部留保金につきましては、新製品・新事業の開発等有効活用し、中長期的

な収益の向上と企業価値の増大に役立ててまいります。 
当期の配当金につきましては、普通配当として 600 円、JASDAQ 上場記念配当として 300 円の計 900 円を予定しており

ます。また、来期の配当金につきましては、普通配当として分割後 1株当たり 500 円を予定しております。 

なお、本年５月１日より施行された会社法において配当に関する回数制限の撤廃等が行われておりますが、現時点で

特段の変更は予定しておりません。 

 

 
（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流通の活性化及び投資家層の拡大を図ることが重要課題であると認識しております。株式市場で

の投資家の動向、株価の水準、株式の流動性等の種々の要因を総合的に検討の上、適切に対処して参りたいと考えてお

ります。なお、平成 18 年 4 月 13 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 1 日を効力発生日とし、平成 18 年 5 月

31 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を 1 株につき 2 株の割合をもって分割

することを決議しております。 
 

（４）目標とする経営指標 
当社グループは、連結売上高、連結売上原価率、連結売上総利益（率）、連結経常利益（率）を重視しております。

特に、販売会社である当社は、成長性の観点から売上高、連結子会社（製造会社）である東郷メディキット㈱は、収益

性の観点から売上原価、売上原価率を重視しております。 
 

（５）中長期的な会社の経営戦略 
当社グループの属する医療関連業界は、厚生労働省によって行われている医療制度改革の影響を受け、業界環境は大

きく変化しております。国民医療費増加抑制の目的で行われている医療費削減の流れは、医療機関をはじめとする業界

全体のコストに対する意識を更に強め、効率化を推進するものと考えられます。また、昨年 4 月から施行された改正薬

事法は、医療における安全性の意識をより一層鮮明にしております。こうした環境下で当社グループは、「効率と安全」

をキーワードとして、中長期的な収益力の向上に努めて参ります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 
当社グループは、上記のような経営戦略のもとで、① 競争力のあるグループ体制の確立、② 安全性と新商品開発、

③ グローバルな事業展開を課題と考えております。 

 

① 競争力のあるグループ体制の確立 

 医療制度改革のもとで、医療機関におけるコスト削減傾向は、年々、進んでいくものと考えられます。当社グルー 

プは、効率的な商品開発体制の確立を目指し、製造会社の研究開発員を首都圏に配置し、大学病院等医療機関のニー 

ズを探索すると共に、医師等との共同開発を行い、競争力強化とグループ間の連携に努めております。また、製造に 

おきましては、当社グループの持つ技術を 大に発揮するための品質管理とコスト管理を行い、競争力強化に努めて 

おります。 

 

② 安全性と新商品開発 

 改正薬事法のポイントのひとつは、“安全性の確保”と考えられます。法令では、製品の有効性及び安全性を確保 

し、品質を一定に保つための製品管理及び品質システムの GMP（Good Manufacturing Practice）体制を整備し、設計 

から市販後に至るまでの管理を行う必要があります。当社グループは、品質保証・安全管理体制の整備を行い、安全 

性の確保に努めております。 

 また、医療機関における安全性といった観点から当社グループは、安全性を重視した商品の開発・販売を行ってお 

ります。医療事故防止といった観点からの商品開発は、医療機器製造における責務であり、より安全な製品を投入す 

べく既存製品の改善・改良等を実施しております。 

 

③ グローバルな事業展開 

 当社グループの販路は、現状、国内向けを主力としておりますが、今後の海外展開を展望し、海外市場の動向を把 

握できる体制、グローバルレベルでの開発力、商品力、販売力を備えた体制を確立する事が課題と考えております。 

製造・生産という観点からは、昨年 7月、ベトナムに当社グループとして初めて海外生産拠点を立上げ、現地での生 

産能力の向上等に注力しております。また、販売面におきましては、販売提携等を推進し、当社製品の拡販を目指し 

ております。 

 

（７）親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 
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（８）内部管理体制の設備・運用状況 

① 内部牽制組織・組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況 
 当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項は、定款並びに取締役会規程に基づき、報告、審議しておりま

す。内部統制につきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によって、適正な手続きを整備しており、各

部門・各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。また、内部監査につきましては、経営企画室を

中心に内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。 
 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 
 年間の内部監査計画に基づく監査を実施し、監査結果を被監査部門の長、被監査部門取締役、社長に報告しており

ます。内部監査において指摘された事項には、早急に改善し、内部管理体制の強化に努めております。また、監査役

は、年間の監査計画に基づき、監査を実施し、監査役と内部監査部門は、定期的な連絡を行っております。 
 

（９）その他、会社経営上の重要な事項 
該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、民間需要の二本柱である個人消費と設備投資が底堅い回復基調を続けております。

足元の企業業績が好調である事等を勘案すると、日本経済は、安定的な成長を続けるものと考えられます。ただし、原油価格

の高止まり等から来る国内外の経済への影響につきましては、不透明感が残る状況であります。 

 当社の属する医療関連業界におきましては、国民医療費の急激な伸びが予想されており、また、わが国の医療制度の特色で

ある「国民皆保険」と「社会保険方式」を堅持しつつ、これら制度の持続性を高めるための給付削減･抑制を念頭に置いた制

度改革が急務といわれております。平成 18 年 4月には、厚生労働省が定める特定保険医療材料の償還価格の改定が行われま

した。同省による医療制度改革が進展する一方で、業界環境は一段と大きな変化が予想されます。 

当社グループにおきましては、上記のような業界環境の中、売上高 11,062,513 千円（前年同期比 7.0％増)、経常利益

3,399,498 千円（同 5.6％増）、当期純利益 1,926,282 千円（同 12.4％増）となりました。 

当社グループは単一セグメントであるため、商品区分である品目別に売上高を記載いたしますと、人工透析類におきましては、

競合他社との価格競争による販売価格は低下傾向を続けておりますが、他方、院内感染防止といった観点から安全機構付人工

透析用留置針を採用される施設も増加傾向にあり、5,231,235 千円（前年同期比 1.7％増）となりました。次に、静脈留置針

（麻酔）類におきましては、市場での認知度も高まっている当社の安全機構付止血弁付静脈留置針が増加し、1,311,798 千円

（同 30.5％増）と大きく伸長しております。 後に、アンギオ類におきましては、国内市場での頭部診断用カテーテルの販売

数量増加や海外市場でのシースイントロデューサーの販売数量増加が寄与し、4,354,266 千円（同 8.3％増）となりました。 

   

区分 

平成 18 年 

3 月期 

（千円） 

平成 17 年 

3 月期 

（千円） 

増減率 

（％） 

人工透析類 5,231,235 5,146,297 1.7

静脈留置針（麻酔）類 1,311,798 1,005,353 30.5

アンギオ類 4,354,266 4,020,062 8.3

その他 165,212 167,679 △1.5

計 11,062,513 10,339,391 7.0

 
（２）財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比（以下前期末比という）3,378 百万円増（14.1％増）の 27,372 百万円と

なりました。流動資産は同 3,016 百万円増（18.9％増）の 18,960 百万円、固定資産は同 362 百万円増（4.5％増）の 8,411 百

万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は、有価証券の増加によるものです。 

固定資産のうち有形固定資産は、前期末比 269 百万円増（4.6％増）の 6,155 百万円となりました。この増加の主な要因は、

建物及び構築物、機械装置及び運搬具、工具・器具・備品の償却がありましたが、機械装置などの増加が上回ったことによる

ものです。無形固定資産は、同 158 百万円増（1,438.8％増）の 169 百万円となりました。この増加の主な要因は、ソフトウ

ェア仮勘定の増加によるものです。投資その他の資産は、同 65 百万円減（3.0％減）の 2,087 百万円となりました。この減少

の主な要因は、投資有価証券の増加がありましたが、保険積立金が同 190 百万円（21.9％減）減少したことによるものです。 

当連結会計年度末の負債合計は、前期末比 510 百万円減（10.5％減）の 4,327 百万円となりました。流動負債は同 374 百万

円減（12.9％減）の 2,522 百万円、固定負債は同 135 百万円減（7.0％減）の 1,805 百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、買掛金や未払法人税等の増加はありましたが、一年内返済予定長期借入金が減少したことによ

るものです。 

固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少によるものです。 

当連結会計年度末の資本は、前期末比 3,888 百万円増（20.3％増）の 23,044 百万円となりました。増加の主な要因は、利

益剰余金の増加と増資による資本金及び資本準備金の増加によるものです。 

利益剰余金は、当期純利益などによって前期末比 1,779 百万円増（18.7％増）の 11,286 百万円となりました。 

その他有価証券評価差額金は、前期末比 80 百万円増加して 131 百万円となりました。これは、保有する上場株式の株価上

昇によるものです。 

この結果、自己資本比率は前期末比 4.4 ポイント増の 84.2％となりました。また、1 株当たり純資産額は前期末比 3,436.35

円増の 48,782.98 円となりました。 

 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、株式発行による資金の増加 2,011 百万円に加え、

税金等調整前当期純利益が 3,392 百万円（前年同期比 6.2％増）であり、法人税等の支払額が 1,423 百万円（同 12.5％減）で

ありました。これらにより、前連結会計年度末に比べ 2,418 百万円増加し、当連結会計年度末には 14,584 百万円となりまし

た。 

当連結会計年度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とおりであります。 

（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 1,849 百万円（同 1.9％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が 3,392 

百万円計上され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） 

 投資活動の結果使用した資金は 576 百万円（前連結会計年度は 333 百万円の使用）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 870 百万円があったことによりますが、保険解約による収入等により一部相殺されております。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は 1,137 百万円（前連結会計年度は 420 百万円の使用）となりました。これは主に、株式発 

行による資金の増加 2,011 百万円があったことによりますが、長期借入金の返済による支出 746 百万円等により一部相殺さ 

れております。
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（当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。） 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

株主資本比率（％） 77.4 79.8 84.2 

時価ベースの株主資本比率（％） ─ ─ 105.2 

債務償還年数（年） 0.9 0.7 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 52.4 68.1 85.8 

株主資本比率：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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全ての負債を対象としており 
 ます。また利払いについては、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。 
※平成 17 年 3月期期末以前の時価ベースの株主資本比率は、当社株式が非上場のため記載しておりません。 

 
（３）次期の見通し 

当社グループの属する医療関連業界は、厚生労働省によって実施されている医療制度改革の影響を受け、引き続き厳しい状

況となる見通しであります。平成 18 年 4月に実施された保険償還価格の改定により、国内市場は業界全体のコストに対する

意識を強め、効率化を推進するものと考えられます。一方、海外市場におきましては、当社製品であるシースイントロデュー

サーを中心に増加傾向にあります。このような状況を踏まえて、次期の見通しといたしましては、連結売上高 11,691 百万円

（前年同期比 5.7％増）、連結経常利益 3,417 百万円（同 0.5％増）、連結当期純利益 1,966 百万円（同 2.1％増）を予想してお

ります。 

 
（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在に

おいて当社が判断したものであります。 
 

①医療制度改革について 
医療を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や医療技術の進歩等といった大きな変化をしており、厚生労働省によって行われ

ている医療制度改革は、こうした環境の変化に対応するための医療制度構築を目指しております。このような医療制度改革の

一環として、平成 12 年以降、厚生労働省が定める特定保険医療材料の償還価格の改定が段階的に実施されております。この

改定によって、保険償還価格は全体として低下傾向にあり、これに連動する医療機器販売業者が医療機関に対して販売する商

品価格も低下傾向にあります。当社グループといたしましては、販売価格の低下に対応すべく原価の低減や販売効率の改善を

進めておりますが、十分に効果が現れない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

②法的規制について 
当社グループの行う医療機器の開発、製造及び販売は、薬事法により規制を受けております。薬事法に係る許認可が認めら

れなかった場合、既に取得している許認可が取り消された場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

なお、当社グループにおいて上記のような許認可が認められなかった事、取り消しを受けた事はありません。 
 
③品質管理体制について 

当社は、高度な技術を要する医療機器を取り扱う事から、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりますが、種々

の要因による不良品の発生や医療現場での不適切な取扱いの可能性は完全に否定できません。医療事故等が発生した場合には、

製造物責任により、係争事件等に発展する可能性があります。また、薬事法等により、関連する製品の回収責任が生じる可能

性があります。このような場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 
 

④販売先の信用状況について 
当社の販売経路は、病院への直接販売と医療機器販売業者への卸売販売の２つに分けられます。医療機器販売における販売

価格の低下や競争激化の影響等により、これらの販売先の中には経営に厳しさを増している先があります。当社といたしまし

ては、売上債権の管理に留意しておりますが、販売先の信用状況が大幅に悪化した場合、当社グループの業績が影響を受ける

可能性があります。 
 

⑤特定製品への依存について 
当社グループの製品は、人工透析類、静脈留置針（麻酔）類、アンギオ類、その他に区分されますが、主力製品であるハッ

ピーキャスを中心とした人工透析関連製品の売上高が平成 18 年 3 月期において 5,231,235 千円と連結売上高の 47.3％を占め

ております。過度な価格競争による販売価格の低下等、当社グループ製品の競争力が著しく低下した場合には、当社グループ

の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 
 

⑥生産拠点の集中について 
当社が販売している商品のほとんど全ては、当社の連結子会社である東郷メディキット㈱において開発・製造を行っており

ます。東郷メディキット㈱の主な製造工場は宮崎県日向市にあり、製造工場が台風や火災等の災害による被害を受けた場合、

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 
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⑦知的財産権について 
当社は製品の開発・製造・販売に関し、知的財産権の確保に努めており、また、製商品に関連し得る他社の知的財産権の侵

害防止に努めております。しかしながら、万一、侵害の事実が発生した場合は、係争事件に発展することも含めて、当社グル

ープの業績が影響を受ける可能性があります。 
 

⑧技術革新への対応について 
医療関連業界の技術進歩は著しく速く、企業が成長を続けるためには、新製品の研究開発が必須であります。当社グループ

は、多様化、高度化する市場の変化や顧客ニーズに応える製品を研究開発し、提供することを基本としておりますが、今後検

査及び治療方法を革新する新技術が開発された場合には、当社の提供する製品が陳腐化し、その結果、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 
 

⑨今後の事業展開について 
当社の更なる成長には海外展開が重要であり、積極的に行う方針であります。新たな市場における販売ルートの確立を引き

続き慎重に進めていくとともに、海外生産拠点での生産能力向上等に注力しておりますが、海外の環境動向等により、海外事

業が計画通りに展開されない可能性があります。仮に、このような事態が発生した場合、当社グループの業績が影響を受ける

可能性があります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 
 
 当社は、平成 17 年 6 月 28 日のジャスダック上場に際し、公募増資により 2,011 百万円を調達いたしました。なお、資金使

途計画及び資金充当実績は概略以下の通りであります。 
 
（1）資金使途計画 

上記の手取額については、今後の事業展開のために充当していく予定ですが、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性

の高い金融商品で運用していく計画であります。 
 
（2）資金充当実績 

上記資金使途計画策定後、当連結会計年度のキャッシュフロー計算書ベースの主な資金使途は、主として工場設備等の有形

固定資産の取得による支出 870 百万円、当社グループの基幹システム更新等の無形固定資産の取得による支出 160 百万円、長

期借入金の返済による支出 746 百万円(百万円未満切捨て)となっております。 
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５．連結財務諸表等 
（1）連結貸借対照表                                    

  
前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減（千円） 

 （資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１． 現金及び預金   12,165,774 10,585,227  

２． 受取手形及び売掛金   2,749,376 2,940,369  

３． 有価証券   ─ 3,499,477  

４． 金銭の信託   ─ 500,000  

５． たな卸資産   804,058 1,188,832  

６． 繰延税金資産   173,910 204,713  

７． その他   54,327 44,356  

 貸倒引当金   △2,849 △2,368  

 流動資産合計   15,944,597 66.5 18,960,609 69.3 3,016,011

      

Ⅱ 固定資産     

１． 有形固定資産     

(1） 建物及び構築物 ※1 4,051,805 4,219,712   

 減価償却累計額  1,762,528 2,289,276 1,894,760 2,324,952  

(2） 機械装置及び運搬具  3,740,827 4,211,546   

 減価償却累計額  3,002,594 738,233 3,199,634 1,011,911  

(3） 工具･器具･備品  1,638,303 1,824,927   

 減価償却累計額  723,654 914,649 824,713 1,000,214  

(4） 土地 ※1  1,806,646 1,806,646  

(5） 建設仮勘定   136,600 11,356  

 有形固定資産合計   5,885,406 24.5 6,155,081 22.5 269,674

      

２． 無形固定資産   11,000 0.0 169,268 0.6 158,267

      

３． 投資その他の資産     

(1） 投資有価証券   650,614 811,588  

(2） 長期貸付金   29,756 28,667  

(3） 保険積立金 ※1  870,601 679,788  

(4） 繰延税金資産   530,832 502,702  

(5） その他   71,663 64,998  

 貸倒引当金   △283 △156  

 投資その他の資産合計   2,153,183 9.0 2,087,590 7.6 △65,593

 固定資産合計   8,049,591 33.5 8,411,940 30.7 362,348

 資産合計   23,994,188 100.0 27,372,549 100.0 3,378,360
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前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

 （負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１． 支払手形及び買掛金  843,149 1,059,357  

２． 
一年内返済予定 
長期借入金 

※1 539,960 ─  

３． 未払法人税等  676,660 801,124  

４． 賞与引当金  244,546 243,257  

５． 設備購入支払手形  261,372 91,912  

６． その他  330,859 326,526  

 流動負債合計  2,896,546 12.1 2,522,178 9.2 △374,368

Ⅱ 固定負債    

１． 長期借入金 ※1 206,850 ─  

２． 退職給付引当金  379,764 384,680  

３． 役員退職慰労引当金  821,812 867,723  

４． その他  532,937 553,033  

 固定負債合計  1,941,364 8.1 1,805,436 6.6 △135,927

 負債合計  4,837,911 20.2 4,327,614 15.8 △510,296

   

 （資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※2 370,000 1.5 1,241,250 4.6 871,250

Ⅱ 資本剰余金  9,228,835 38.5 10,378,585 37.9 1,149,750

Ⅲ 利益剰余金  9,506,577 39.6 11,286,260 41.2 1,779,682

Ⅳ その他有価証券評価差額金  50,864 0.2 131,633 0.5 80,768

Ⅴ 為替換算調整勘定  ─ ─ 7,910 0.0 7,910

Ⅵ 自己株式 ※3 ─ ─ △704 △0.0 △704

 資本合計  19,156,277 79.8 23,044,934 84.2 3,888,656

 負債資本合計   23,994,188 100.0  27,372,549 100.0 3,378,360
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（2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高   10,339,391 100.0 11,062,513 100.0 723,121

Ⅱ 売上原価 ※2  4,766,207 46.1 5,271,357 47.7 505,150

 売上総利益   5,573,184 53.9 5,791,155 52.3 217,971

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  2,744,303 26.5 2,697,417 24.3 △46,886

 営業利益   2,828,880 27.4 3,093,738 28.0 264,857

Ⅳ 営業外収益     

１． 受取利息  1,058 1,151   

２． 受取配当金  7,852 9,131   

３． 保険解約益  338,725 272,990   

４． 受取地代家賃  20,878 24,205   

５． その他  49,000 417,515 4.0 28,558 336,038 3.0 △81,476

Ⅴ 営業外費用     

１． 支払利息  26,784 18,833   

２． 新株発行費  ─ 9,499   

３． その他  385 27,170 0.3 1,945 30,278 0.3 3,107

 経常利益   3,219,225 31.1 3,399,498 30.7 180,272

Ⅵ 特別利益     

１． 投資有価証券売却益  ─ 4   

２． 貸倒引当金戻入益  7,082 7,082 0.1 488 493 0.0 △6,589

Ⅶ 特別損失     

１． 固定資産除却損 ※3 29,626 322   

２． 投資有価証券評価損  ─ 1,125   

３． 会員権評価損  875 30,501 0.3 5,562 7,009 0.0 △23,491

 
税金等調整前当期純
利益 

  3,195,806 30.9 3,392,981 30.7 197,175

 
法人税、住民税及び事
業税 

 1,488,274 1,526,955   

 法人税等調整額  △5,597 1,482,676 14.3 △60,257 1,466,698 13.3 △15,977

 当期純利益   1,713,129 16.6 1,926,282 17.4 213,153
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（3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

（資本剰余金の部）   
 

Ⅰ 資本剰余金期首残高  9,130,335 9,228,835 98,500

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１． 増資による新株の発行  98,500 98,500 1,149,750 1,149,750 1,051,250

Ⅲ 資本剰余金期末残高  9,228,835 10,378,585 1,149,750

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  7,937,648 9,506,577 1,568,929

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１． 当期純利益  1,713,129 1,713,129 1,926,282 1,926,282 213,153

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１． 配当金  124,200 126,600  

２． 取締役賞与金  20,000 144,200 20,000 146,600 2,400

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,506,577 11,286,260 1,779,682
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 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  3,195,806 3,392,981  

 減価償却費  442,982 439,893  

 投資有価証券評価損  ─ 1,125  

 投資有価証券売却益  ─ △4  

 固定資産除売却損益  29,626 322  

 会員権評価損  875 5,562  

 退職給付引当金増減額(減少：△)  20,323 4,916  

 役員退職慰労引当金増減額(減少：△)  38,982 45,911  

 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △7,098 △608  

 賞与引当金増減額(減少：△)  3,046 △1,289  

 受取利息及び受取配当金  △8,910 △10,283  

 支払利息  26,784 18,833  

 新株発行費  ─ 9,499  

 保険解約益  △338,725 △272,990  

 売上債権の増減額(増加：△)  △60,913 △193,125  

 たな卸資産の増減額(増加：△)  △44,823 △384,774  

 仕入債務の増減額(減少：△)  143,325 215,710  

 役員賞与の支払額  △20,000 △20,000  

 その他  38,935 32,697  

 小計  3,460,216 3,284,375 △175,840 

 利息及び配当金の受取額  8,910 10,283  

 利息の支払額  △26,655 △21,561  

 法人税等の支払額  △1,626,952 △1,423,337  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,815,519 1,849,759 34,240 

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  △971,620 △870,921  

 無形固定資産の取得による支出  ─ △160,951  

 投資有価証券の取得による支出  ─ △23,747  

 投資有価証券の売却による収入  ─ 5  

 長期貸付金による支出  ─ △3,000  

 長期貸付金の回収による収入  2,575 4,089  

 保険積立による支出  △3,602 △2,395  

 保険解約による収入  626,460 478,801  

 差入保証金の差入による支出  △7,398 △4,701  

 差入保証金の返戻による収入  869 8,381  

 その他  18,878 △1,684  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △333,838 △576,125 △242,287 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 長期借入金の返済による支出  △493,640 △746,810  

 配当金の支払額  △124,200 △126,600  

 株式の発行による収入  197,000 2,011,500  

 自己株式取得による支出  ─ △704  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △420,840 1,137,385 1,558,225 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ─ 7,910 7,910 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,060,841 2,418,930 1,358,088 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,104,932 12,165,774 1,060,841 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,165,774 14,584,704 2,418,930 
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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16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

東郷メディキット（株） 

 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

東郷メディキット（株） 

Medikit Vietnam Co.,Ltd. 

上記のうち、Medikit Vietnam Co.,Ltd.

については、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

 連結子会社のうち東郷メディキット

㈱の事業年度の末日は、連結決算日と一

致しております。 

また、連結子会社のうちMedikit Vietnam 

Co.,Ltd.の事業年度の末日は12月31日

であり、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結に必要な調整を

行っております。なお、Medikit Vietnam 

Co.,Ltd.については、新規設立のため、

平成17年7月29日より平成17年12月31日

までの財務諸表を使用しております。 

３．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 

 

 

イ 有価証券 

(イ）満期保有目的の債券 

   ──────── 

 

(ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品・原材料 

 総平均法による原価法を採用し

ております。 

 

 

イ 有価証券 

(イ）満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法）を採用してお

ります。 

(ロ）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 

 

ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品・原材料 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

（2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物（付属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物    

 10年～47年 

機械装置及び運搬具,工具･器具･備品 

  2年～15年 

イ 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率

法を、また、在外子会社は定額法

を採用しております。 

(ただし、当社及び国内連結子会社

は平成10年4月1日以降に取得した

建物（付属設備を除く）について

は定額法によっております。) 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物    

 10年～47年 

機械装置及び運搬具,工具･器具･備品 

 2年～15年 

 ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお自社

利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

 

 

（3）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。また数理計算上の差異につい

ては翌連結会計年度に一括して費用処

理することとしています。 

ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

同左 

 

 

ハ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

（4）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。 

同左 

（5）重要なヘッジ会計の方法  東郷メディキット㈱においては、ヘッ

ジ会計を採用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理によっ

ています。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ  

ヘッジ対象 借入金 

ハ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため対象債

務の範囲内でヘッジを行っていま

す。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の判

定は省略しています。 

  ──────── 

 

 

 

 

 

（6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっています。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。 

同左 

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ケ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

同左 
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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  

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

──────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 
表示方法の変更  

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

 「設備購入支払手形」は、前連結会計年度まで、流動

負債の「支払手形及び買掛金」含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、負債資本の合計額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「設備購入支払手形」は

25,799千円であります。 

──────── 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物及び構築物        1,497,433千円 

土地              690,581千円 

保険積立金           217,139千円 

 計             2,405,154千円 

担保付債務は、次のとおりであります。 

１年内返済予定長期借入金    539,960千円 

長期借入金           206,850千円 

※１ 担保資産及び担保付債務 

──────── 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式422,000株であ

ります。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式472,000株であ

ります。 

※３      ──────── ※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式13株であ

ります。 
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（連結損益計算書関係） 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給料手当              714,325千円 

賞与引当金繰入額          116,766千円 

役員退職慰労引当金繰入額       45,282千円 

退職給付費用             20,514千円 

減価償却費              80,205千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給料手当              707,904千円 

賞与引当金繰入額          109,707千円 

役員退職慰労引当金繰入額       45,911千円 

退職給付費用             27,774千円 

減価償却費              75,119千円 

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

                   160,555千円 

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

                   137,075千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物          1,017千円 

機械装置及び運搬具       22,408千円 

工具･器具･備品          6,200千円 

 合   計          29,626千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具         217千円 

工具･器具･備品           104千円 

 合   計            322千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年3月31日現在） 

現金及び預金勘定          12,165,774千円

現金及び現金同等物         12,165,774 

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年3月31日現在） 

現金及び預金勘定          10,585,227千円

有価証券              3,499,477 

金銭の信託              500,000 

現金及び現金同等物         14,584,704
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①リース取引 
 EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 
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②有価証券関係 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上

額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 413,473 477,299 63,825 
連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

小計 413,473 477,299 63,825 

(1）株式 59,570 56,415 △3,154 
連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

小計 59,570 56,415 △3,154 

合計 473,043 533,714 60,670 

 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 
 該当事項はありません。 
 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券 
   非上場株式 

116,900 

 
当連結会計年度（平成18年３月31日） 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表計上

額（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）国債・地方債等 3,499,477 3,499,630 152 
連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

合計 3,499,477 3,499,630 152 

 
２．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上

額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 473,043 672,319 199,276 
連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

合計 473,043 672,319 199,276 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券について 1,125 千円減損処理を行っております。 

    なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て減損処理 

   を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行 

   っております。 
 
３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

5 4 ─ 

 
４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 
  非上場株式 

139,268 
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券 
 国債・地方債等 

3,500,000 ─ ─ ─ 

合計 3,500,000 ─ ─ ─ 
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③ デリバティブ取引 
 EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 
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④ 退職給付 
  １．採用している退職給付制度の概要 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

 当社グループは、確定給付型の適格退職年金制度を

採用しております。 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の適格退職年金制

度を採用しております。 

 
  ２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年 3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年 3月31日） 

(1)退職給付債務（千円） △704,514 △805,171 

(2)年金資産（千円） 325,835 375,762 

(3)未積立退職給付債務（1）＋（2）（千円） △378,679 △429,409 

(4)未認識数理計算上の差異（千円） △1,085 44,728 

(5)退職給付引当金（3）＋（4）（千円） △379,764 △384,680 

（注） 当社は平成 18 年 4 月 1日付で、退職金制度の改訂を行い、退職給付債務が 30,915 千円減少し、過去勤務債 

    務(債務の減額）が同額発生しています。 

 
  ３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日）

退職給付費用（千円） 65,740 64,297 

    （ 内  訳 ）   

（1）勤務費用（千円） 57,246 57,809 

（2）利息費用（千円） 13,162 14,090 

（3）期待運用収益（減算）（千円） △5,948 △6,516 

（4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 1,279 △1,085 

 
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年 3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年 3月31日） 

（1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

（2）割引率（％） 2.0％ 同左 

（3）期待運用収益率（％） 2.0％ 同左 

（4）数理計算上の差異の処理年数（年） 1年 同左 
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⑤ 税効果会計 
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日） 

繰延税金資産（流動） (千円） （千円）

連結会社間未実現利益消去 13,660 26,294 

未払事業税 51,378 70,897 

賞与引当金繰入超過額 100,954 100,508 

未払事業所税 292 292 

その他 11,134 13,489 

計 177,420 211,482 

繰延税金資産（固定）   

役員退職慰労引当金 334,622 353,340 

一括償却資産償却超過額 3,052 1,961 

退職給付引当金超過額 157,118 159,223 

会員権評価損否認額 41,780 44,090 

投資有価証券評価損否認額 24,863 25,329 

貸倒引当金超過額 25 ─ 

固定資産除却損否認額 4,886 4,886 

連結子会社の欠損金 ─ 3,218 

その他 102 2,212 

計 566,451 594,262 

評価性引当金 ─ △5,225 

繰延税金資産合計 743,872 800,519 

繰延税金負債（流動）   

債権債務の相殺に伴う貸倒引当金の調整 3,510 4,762 

計 3,510 4,762 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 25,093 82,676 

特別償却準備金 10,526 5,664 

計 35,619 88,341 

繰延税金負債合計 39,129 93,103 

繰延税金資産の純額 704,742 707,415 

流動 173,910 204,713 

固定 530,832 502,702 

 
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 

 
前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日） 

 （％） （％）

法定実効税率 40.69 40.69 

(調整)   

留保金課税 4.63 1.11 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.40 0.35 

住民税均等割 0.66 0.64 
 

その他 0.01 0.44 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.39 43.23 
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⑥ セグメント情報 
a．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 16 4 月 1 日 至平成 17 年 3月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 17 年 4月 1日 

至平成 18 年 3 月 31 日）において、当連結グループは同一セグメントに属する医療機器の製造・販売を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

b．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 16 年 4月 1日 至平成 17 年 3 月 31 日）において、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。また、当連結会計年度（自平成 17 年 4

月 1日 至平成 18 年 3月 31 日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及

び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 
 

 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成 16 年 4月 1日 至平成 17 年 3 月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 17 年 4月 1日 

至平成 18 年 3 月 31 日）において、海外売上高はいずれも連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を

省略しております。 
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⑦ 関連当事者との取引 
前連結会計年度（自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日） 

(1)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合（％）

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の
内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

          
建物等
の賃借
等 
(注1) 

32,633 ─ ─ 

土地の
購入 
(注3) 

249,000 ─ ─ 

役員及び
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
等 

㈱ナカジマ
コーポレー
ション 
（注2） 

千葉県
習志野
市 

10,000 
不動産
賃貸業 

(被所有) 
直接 30.92

兼任1名
不動産の
賃貸等 

建物の
購入 
(注3) 

206,000 ─ ─ 

（注） １．上記(1)の金額には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）建物等の賃借等については、近隣の賃借料を参考にして、同等の価格によっております。 

（注２）当社役員中島弘明及びその近親者が議決権の 100％を直接所有しております。 

（注３）建物及び土地の購入については、不動産鑑定評価書に基づき決定しております。 

 
当連結会計年度（自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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（一株当たり情報） 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額 45,346.63円 １株当たり純資産額 48,782.98円 

１株当たり当期純利益金額 4,023.89円 １株当たり当期純利益金額 4,140.00円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

 当期純利益（千円） 1,713,129 1,926,282 

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,000 20,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (20,000) (20,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,693,129 1,906,282 

期中平均株式数（千株） 420 460 
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（重要な後発事象） 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

 平成17年５月26日及び平成17年６月９日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平

成17年６月27日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は1,241,250千円、発行済株式総数

は472,000株となっております。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式   50,000株 

③ 発行価格 ：１株につき  43,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  40,420円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき  34,850円 

(資本組入額 17,425円) 

⑥ 発行価額の総額 ：     1,742,500千円 

⑦ 払込金額の総額 ：     2,021,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：      871,250千円 

⑨ 払込期日 ：   平成17年６月27日 

⑩ 配当起算日 ：   平成17年４月１日 

⑪ 資金の使途 ：今後の事業展開のために充

当していく予定ですが、具体

的な資金需要が発生するまで

は、安全性の高い金融商品で

運用していく計画でありま

す。 
 

(株式分割） 

平成18年4月13日開催の取締役会決議により、下記の

とおり株式の分割(無償交付）を行っております。 

(1）分割の目的 

投資家にとって投資しやすい環境を整えることで、

当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ること

を目的としております。 

(2）分割の方法 

平成18年5月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき

2株の割合をもって分割します。 

(3）分割により増加する株式数 

普通株式            472,000株 

(4）配当起算日        平成18年4月1日 

(5）効力発生日        平成18年6月1日 

(6）1株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した

場合の1株当たり情報については、下記のとおり

であります。 

前連結会計年度 

1株当たり純資産額         22,673.31円 

1株当たり当期純利益         2,011.94円 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜

在株式数が存在しないため記載しておりません。 

当連結会計年度 

1株当たり純資産額         24,391.49円 

1株当たり当期純利益         2,070.00円 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式数が存在しないため記載しておりません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
 （1）生産実績 
当連結会計年度及び前連結会計年度の生産実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日）

増減 
区分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

人工透析類 5,066,896 49.4 5,023,505 45.8 △43,391 △0.9

静脈留置針(麻酔)類 1,135,920 11.1 1,441,428 13.1 305,507 26.9

アンギオ類 4,052,517 39.5 4,516,855 41.1 464,337 11.5

合計 10,255,334 100.0 10,981,788 100.0 726,453 7.1

（注）１．金額は平均販売価格によっております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 （2）受注実績 

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 
 

 （3）販売実績 
当連結会計年度及び前連結会計年度の販売実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日）

増減 
区分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

人工透析類 5,146,297 49.8 5,231,235 47.3 84,938 1.7

静脈留置針(麻酔)類 1,005,353 9.7 1,311,798 11.8 306,445 30.5

アンギオ類 4,020,062 38.9 4,354,266 39.4 334,204 8.3

その他 167,679 1.6 165,212 1.5 △2,466 △1.5

合計 10,339,391 100.0 11,062,513 100.0 723,121 7.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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