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１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 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９月中間期 5,953 9.3 1,461 △9.5 1,785 △5.8 
17年９月中間期 5,447 6.6 1,614 9.7 1,894 23.7 
18年３月期 11,062  3,093  3,399  

 
 

中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
   中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円   銭 円   銭 
18年９月中間期 903 △8.2 957.63 ─ 
17年９月中間期 984 25.7 2,185.62 ─ 
18年３月期 1,926  4,140.00 ─ 
（注）①持分法投資損益    18 年９月中間期 ― 百万円  17 年９月中間期 ― 百万円  18 年３月期 ― 百万円 

   ②期中平均株式数（連結）18 年９月中間期 943,965 株   17 年９月中間期 450,568 株  18 年３月期 460,454 株 

 平成 18 年６月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した 

 場合の前年同中間期末における１株当たり中間純利益は 1,092 円 81 銭であります。また、18 年３月期における１株当た 

 り当期純利益は 2,070 円 00 銭であります。 

   ③会計処理の方法の変更  無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

（2）連結財政状態                                 （百万円未満切り捨て） 
 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 
18年９月中間期 28,051 23,500 83.8 24,895.16 
17年９月中間期 26,672 22,072 82.8 46,764.28 
18年３月期 27,372 23,044 84.2 48,782.98 
（注）期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 943,964 株  17 年９月中間期 471,994 株  18 年３月期 471,987 株 

平成 18 年６月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した 

場合の前年同中間期末における１株当たり中間純資産額は 23,382 円 14 銭であります。また、18 年３月期における１株 

当たり当期純資産額は 24,391 円 49 銭であります。 

（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９月中間期 863 196 △424 15,218 
17年９月中間期 908 △215 1,307 14,166 
18年３月期 1,849 △576 1,137 14,584 
 

（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） ─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 

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 71 銭 

 
※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。
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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、昨年 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・輸液用静脈内留置針 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） 

  
 

Medikit Vietnam Co.,Ltd. 

（連結子会社・製造） 

 
 
 
 

 

製品の供給 

材料等の供給 部品等の供給 
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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 
利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の一つと位置付け、長期的な安定配当に努め

るとともに、機動的・戦略的な開発や投資に備える内部留保の確保を基本方針としております。なお、内部留保金につ

きましては、新製品・新事業の開発等に有効活用し、中長期的な収益の向上と、さらなる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、普通配当として分割後 1 株当たり 500 円を予定しております。 

なお、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株の割合をもって株式分割いたしました。 

 
（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、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）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、また、今年

９月には、新東郷工場の建設を決定し部品生産能力の増強を計画しております。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。 
 

（８）内部管理体制の設備・運用状況 
当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。 
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（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 
 当連結中間期間におけるわが国経済は、持続的な物価下落局面に後戻りするリスクは低下したと判断される等、景気回復傾

向にある事に間違いありません。ただし、米国経済の減速や原油価格の動向といった外部環境の悪化要因も考えられ、先行き

を慎重にみている面もあります。 

 当社グループの属する医療関連業界におきましては、急激な国民医療費の増加を抑制する目的で医療制度改革が進展してお

ります。平成 18 年４月の診療報酬改定におきましては、引下げ率が過去 大となる等、引続き厳しい事業環境下にあります。 

当社グループにおきましては、上記のような事業環境の中で、当中間連結会計期間における売上高は、5,953,149 千円(前年同

期比 9.3％増)となりましたが、利益面におきましては、販売単価下落等の影響により、営業利益は 1,461,301 千円(前年同期

比 9.5％減)となりました。また、営業外収益 345,808 千円を計上した事等により、経常利益は、1,785,620 千円(前年同期比

5.8％減)、中間純利益は、903,973 千円(前年同期比 8.2％減)となりました。 

 当社は単一セグメントであるため、商品区分である品目別に記載いたしますと、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単価下落が続いておりますが、販売本数の増加により、人工透析類の売上高は、2,602,633 千円(前年同期

比 0.3％増)となりました。静脈留置針類におきましては、当社が開発した止血弁が引き続き好調であり、739,682 千円(前年同

期比 19.8％増)となりました。アンギオ類におきましては、海外売上が堅調に推移した事等により、2,526,600 千円(前年同期

比 17.6％増)となりました。 
 

区分 
平成 18 年 

９月中間期 

（百万円） 

平成 17 年 

９月中間期

（百万円） 

増減率 
（％） 

人工透析類 2,602 2,594 0.3

静脈留置針（麻酔）類 739 617 19.8

アンギオ類 2,526 2,149 17.6

その他 84 85 △1.7

計 5,953 5,447 9.3

 
 
 
 
（２）財政状態 
 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、

前連結会計年度末に比べ 633,918 千円増加し、当中間連結会計期間末には 15,218,623 千円となりました。 

 

（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 863,244 千円（前年同期比 5.0％減）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

が 1,795,793 千円あったものの、法人税等の支払額が 866,823 千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） 

 投資活動の結果得られた資金は 196,750 千円（前中間連結会計期間は 215,684 千円の使用）となりました。これは主に、保

険解約による収入 474,580 千円と、有形固定資産の取得による支出 340,626 千円が計上されたことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 424,280 千円（前中間連結会計期間は 1,307,726 千円の獲得）となりました。これは主に、

配当金の支払い 423,975 千円によるものです。 
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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 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成19年3月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 79.6 79.8 82.8 84.2 83.8

時価ベースの自己資本比

率（％） 
─ ─ 86.0 105.2 95.9

債務償還年数（年） 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
44.9 68.1 55.0 85.8 67.9

自己資本比率：純資産／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 
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 
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 
※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※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。 
※有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 
※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
※平成 17 年３月期期末以前の時価ベースの自己資本比率は、当社株式が非上場のため記載しておりません。 
 

（３）通期の見通し 
当社グループの属する医療関連業界は、前述の通り、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、引続

き厳しい状況が続くものと考えられます。当連結中間期以降におきましても、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、コスト意識を強めると同時に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、

アンギオ製品を中心に増加傾向にありますが、更なる製品の改善・改良を行い、より海外マーケットでのニーズにあった製品

を市場に供給していきたいと考えております。このような状況を踏まえて、当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、通期の見通しに変更はありません。 

 

（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、当中間連結会計期間末現

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。しかし、

製品の製造や輸送段階等における不良品の発生や医療現場での適切でない取扱いが行われる可能性は、完全に否定する事がで

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。 
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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。 
 

⑦知的財産権について 
当社グループは、製品の開発・製造・販売に関し、競争上の優位性を維持する観点から、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、侵害の事実が発生した場合、係争に発展

する可能性があり、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販売が重要であり、積極的に海外展開を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所存でありますが、海外環境の動向等により、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．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１． 現金及び預金   14,166,732 10,221,630  10,585,227

２． 受取手形及び売掛金 ※2  2,873,566 2,960,467  2,940,369

３. 有価証券   ― 4,496,992  3,499,477

４. 金銭の信託   ― 500,000  500,000

５． たな卸資産   1,032,381 1,175,827  1,188,832

６． 繰延税金資産   201,870 203,311  204,713

７． その他   100,565 185,936  44,356

 貸倒引当金   △2,328 △1,454  △2,368

 流動資産合計   18,372,787 68.9 19,742,713 70.4  18,960,609 69.3

Ⅱ 固定資産    

１． 有形固定資産    

(1） 建物及び構築物 ※1 2,336,805 2,251,135 2,324,952 

(2） 機械装置及び運搬具 ※1 975,757 1,191,101 1,011,911 

(3） 工具･器具･備品 ※1 988,899 1,046,036 1,000,214 

(4） 土地  1,806,646 1,768,686 1,806,646 

(5） 建設仮勘定  2,599 6,110,709 29,352 6,286,311 11,356 6,155,081

２． 無形固定資産   163,569 167,482  169,268

３． 投資その他の資産    

(1） 投資有価証券  748,759 813,354 811,588 

(2） 長期貸付金  31,262 26,453 28,667 

(3） 保険積立金  683,873 412,635 679,788 

(4） 繰延税金資産  501,236 532,423 502,702 

(5） その他  60,904 70,386 64,998 

 貸倒引当金  △296 2,025,739 △141 1,855,112 △156 2,087,590

 固定資産合計   8,300,019 31.1 8,308,905 29.6  8,411,940 30.7

 資産合計   26,672,806 100.0 28,051,619 100.0  27,372,549 100.0
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                                            （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１． 支払手形及び買掛金 ※2  1,043,026 1,196,812  1,151,270 

２． 
１年内返済予定長期
借入金 

  100,000 ─  ― 

３． 未払法人税等   952,703 873,455  801,124 

４． 賞与引当金   246,764 253,840  243,257 

５． その他   433,296 412,091  326,526 

 流動負債合計   2,775,790 10.4 2,736,199 9.8  2,522,178 9.2

Ⅱ 固定負債     

１． 長期借入金   70,000 ─  ― 

２． 退職給付引当金   382,999 392,425  384,680 

３． 役員退職慰労引当金   830,643 875,164  867,723 

４． その他   540,913 547,692  553,033 

 固定負債合計   1,824,555 6.8 1,815,282 6.4  1,805,436 6.6

 負債合計   4,600,346 17.2 4,551,481 16.2  4,327,614 15.8

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,241,250 4.7 ― ―  1,241,250 4.6

Ⅱ 資本剰余金   10,378,585 38.9 ― ―  10,378,585 37.9

Ⅲ 利益剰余金   10,344,752 38.8 ― ―  11,286,260 41.2

Ⅳ 
その他有価証券評価差
額金 

  108,236 0.4 ― ―  131,633 0.5

Ⅴ 為替換算調整勘定   ― ― ― ―  7,910 0.0

Ⅵ 自己株式   △363 △0.0 ― ―  △704 △0.0

 資本合計   22,072,460 82.8 ― ―  23,044,934 84.2

 負債資本合計   26,672,806 100.0 ― ―  27,372,549 100.0

      

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ . 資本金   ― ― 1,241,250 4.4  ― ―

２ . 資本剰余金   ― ― 10,378,585 37.0  ― ―

３ . 利益剰余金   ― ― 11,745,445 41.9  ― ―

４ . 自己株式   ― ― △1,010 △0.0  ― ―

 株主資本合計   ― ― 23,364,270 83.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 
 その他有価証券評価 
 差額金 

  ― ― 133,965 0.5  ― ―

２ . 為替換算調整勘定   ― ― 1,901 0.0  ― ―

 評価・換算差額等合計   ― ― 135,867 0.5  ― ―

 純資産合計   ― ― 23,500,137 83.8  ― ―

 負債純資産合計   ― ― 28,051,619 100.0  ― ―
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（2）中間連結損益計算書                                 （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,447,226 100.0 5,953,149 100.0  11,062,513 100.0

Ⅱ 売上原価   2,504,050 46.0 3,108,572 52.2  5,271,357 47.7

 売上総利益   2,943,175 54.0 2,844,577 47.8  5,791,155 52.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,328,565 24.4 1,383,275 23.2  2,697,417 24.3

 営業利益   1,614,609 29.6 1,461,301 24.6  3,093,738 28.0

Ⅳ 営業外収益     

１． 受取利息  481  5,125 1,151  

２． 受取配当金  5,119 5,409 9,131  

３． 保険解約益  268,308 312,620 272,990  

４． 受取地代家賃  11,241 12,401 24,205  

５． その他  15,631 300,781 5.5 10,252 345,808 5.8 28,558 336,038 3.0

Ⅴ 営業外費用     

１． 支払利息  10,846 6,567 18,833  

２． 新株発行費  9,499 ─ 9,499  

３． たな卸資産廃棄損  ─ 13,885 ─  

４． その他  181 20,527 0.3 1,037 21,489 0.4 1,945 30,278 0.3

 経常利益   1,894,863 34.8 1,785,620 30.0  3,399,498 30.7

Ⅵ 特別利益     

１． 投資有価証券売却益  ― 67,250 4  

２． 貸倒引当金戻入益  508 508 0.0 928 68,178 1.2 488 493 0.0

Ⅶ 特別損失     

１． 固定資産除却損 ※2 43 10,579 322  

２． 投資有価証券評価損  ― ─ 1,125  

３． 会員権評価損  5,187 ─ 5,562  

４． 減損損失 ※3 ─ 5,230 0.1 47,426 58,006 1.0 ─ 7,009 0.0

 
税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  1,890,140 34.7 1,795,793 30.2  3,392,981 30.7

 法人税、住民税及び事業税 944,504 921,572 1,526,955  

 法人税等調整額  △39,138 905,366 16.6 △29,752 891,820 15.0 △60,257 1,466,698 13.3

 中間（当期）純利益   984,774 18.1 903,973 15.2  1,926,282 17.4
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（3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書                                   （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  9,228,835  9,228,835

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１． 増資による新株の発行  1,149,750 1,149,750 1,149,750 1,149,750

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高  10,378,585  10,378,585

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,506,577  9,506,577

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１． 中間（当期）純利益  984,774 984,774 1,926,282 1,926,282

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１． 配当金  126,600 126,600 

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

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  10,344,752  11,286,260

     

 
 



 - 12 -

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 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 1,241,250 10,378,585 11,286,260 △704 22,905,391

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当  △424,788  △424,788

利益処分による役員

賞与 
 △20,000  △20,000

中間純利益  903,973  903,973

自己株式の取得  △305 △305

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額） 

  ―

中間連結会計期間中の

変動額合計 
― ― 459,185 △305 458,879

平成18年９月30日残高 1,241,250 10,378,585 11,745,445 △1,010 23,364,270

 

                                              （単位：千円） 

評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 131,633 7,910 139,543 23,044,934

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当   △424,788

利益処分による役員

賞与 
  △20,000

中間純利益   903,973

自己株式の取得   △305

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額） 

2,331 △6,008 △3,676 △3,676

中間連結会計期間中の

変動額合計 
2,331 △6,008 △3,676 455,203

平成18年９月30日残高 133,965 1,901 135,867 23,500,137
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書                        （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前中間（当期）純利益  1,890,140 1,795,793 3,392,981 

 減価償却費  206,353 201,976 439,893 

 投資有価証券評価損  ― ― 1,125 

 投資有価証券売却益  ― △67,250 △4 

 固定資産除却損  43 10,579 322 

 減損損失  ― 47,426 ― 

 会員権評価損  5,187 ― 5,562 

 退職給付引当金増減額(減少：△)  3,235 7,744 4,916 

 役員退職慰労引当金増減額(減少：△)  8,831 7,441 45,911 

 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △508 △928 △608 

 賞与引当金増減額(減少：△)  2,218 10,583 △1,289 

 受取利息及び受取配当金  △5,600 △10,534 △10,283 

 支払利息  10,846 6,567 18,833 

 新株発行費  9,499 ― 9,499 

 保険解約益  △268,308 △312,620 △272,990 

 売上債権の増減額(増加：△)  △124,190 △16,017 △193,125 

 たな卸資産の増減額(増加：△)  △228,322 13,260 △384,774 

 仕入債務の増減額(減少：△)  175,468 52,298 215,710 

 役員賞与の支払額  △20,000 △20,000 △20,000 

 その他  △56,951 7,153 32,697 

 小計  1,607,941 1,733,473 3,284,375 

 利息及び配当金の受取額  5,600 9,309 10,283 

 利息の支払額  △16,527 △12,714 △21,561 

 法人税等の支払額  △688,098 △866,823 △1,423,337 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  908,916 863,244 1,849,759 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有価証券の取得による支出  ― △2,498,774 ― 

 有価証券の売却による収入  ― 2,500,000 ― 

 有形固定資産の取得による支出  △687,074 △340,626 △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  ― 69,250 5 

 長期貸付金による支出  △3,000 ― △3,000 

 長期貸付金の回収による収入  1,494 2,214 4,089 

 保険積立による支出  △2,315 △2,153 △2,395 

 保険解約による収入  469,995 474,580 478,801 

 差入保証金の差入による支出  △2,995 △9,792 △4,701 

 差入保証金の返戻による収入  8,201 2,337 8,381 

 その他  10 △284 △1,684 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △215,684 196,750 △576,125 

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  △576,810 ― △746,810 

 配当金の支払額  △126,600 △423,975 △126,600 

 株式発行による収入  2,011,500 ― 2,011,500 

 自己株式の取得による支出  △363 △305 △704 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  1,307,726 △424,280 1,137,385 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― △1,796 7,910 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,000,958 633,918 2,418,930 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,165,774 14,584,704 12,165,774 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 14,166,732 15,218,623 14,584,704 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（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 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、当中間

連結会計期間において新た

に設立したため、連結の範囲

に含めております。 

(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.

(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．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項 

 連結子会社のうち東郷メ

ディキット㈱の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日

と一致しております。 

また、連結子会社のうち

Medikit Vietnam Co.,Ltd.に

ついては、平成17年７月に新

たに設立したため、中間連結

財務諸表の作成に当たって

は、設立日現在の財務諸表を

採用し、中間連結決算日との

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。 

 連結子会社のうち東郷メ

ディキット㈱の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日

と一致しております。 

また、連結子会社のうち

Medikit Vietnam Co.,Ltd.の

中間会計期間の末日は６月

30日であり、中間連結財務諸

表の作成に当たっては、中間

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。 

 

 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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

3.会計処理基準に

関する事項 

（イ）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①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 

   中間決算日の市場価

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。 

②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）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①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 

 中間決算日の市場

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）を

採用しております。 

   時価のないもの 

同左 

 

 

②たな卸資産 

   商品・製品・仕掛品・

原材料 

同左 

 

（イ）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

イ 満期保有目的の債券 

同左 

 

 

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 

同左 

 

 

②たな卸資産 

   商品・製品・仕掛品・

原材料 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 （ロ）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（ただし、平成10

年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除

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 

 

 

 

 

 

②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。 

（ハ）重要な引当金の計上基

準 

①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。 

②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

額の当中間連結会計期

間負担額を計上してお

ります。 

（ロ）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①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（附属設備を除く）

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 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ハ）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

（ロ）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ハ）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③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、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

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。 

 

 

 

 

 

④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

づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

（ニ）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。 

③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、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

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。過去勤務債

務については、発生年度

に一括して費用処理する

こととしています。 

 

 

④役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

（ニ）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

③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。

 

 

 

 

 

 

 

 

④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。 

（ニ）重要なリース取引の処理

方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （ホ）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜き方式

によっています。 

②「法人税、住民税及び事業

税」並びに「法人税等調

整額」の計上方法 

中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調

整額は、当事業年度にお

いて予定している利益処

分による特別償却準備金

の取崩しを前提として当

中間連結会計期間に係る

金額を計算しておりま

す。 

（ホ）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

②   ───── 

 

 

（ホ）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

②   ───── 

 

４．中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（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 同左 
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中間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 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

 当中間連結会計期間より、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。 

───── （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。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は23,500,137千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改

正に伴い、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

───── 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、5,693,061千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、6,039,172千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、5,919,108千円であり

ます。 

※２   ───── ※２ 中間連結会計期間末日満期

手形 

中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、当

中間連結会計期間の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして

処理しております。当中間連結

会計期間末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

受取手形  136,981千円 

支払手形  283,558千円 

※２   ───── 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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        348,152千円 

賞与引当金繰入額  109,404千円 

役員退職慰労引当   8,831千円 

金繰入額     

退職給付費用    13,632千円 

減価償却費     36,833千円 

※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         368,307千円

賞与引当金繰入額  116,290千円

役員退職慰労引当   8,441千円

金繰入額     

退職給付費用     △609千円

減価償却費     35,951千円

 

※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   45,911千円 

金繰入額     

退職給付費用    27,774千円 

減価償却費     75,119千円 

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び          43千円 

運搬具                       

合    計          43千円 

 

 

※３   ───── 

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び         749千円

運搬具 

工具･器具･備品     9,830千円

合    計      10,579千円

 

※３ 減損損失 

   当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 
建物及び

構築物、 
南郷倉庫

（宮崎県 
東臼杵郡） 

倉庫 
土地 

   南郷倉庫は、当期首におい

ては共用資産として認識して

おりました。しかしながら、

新東郷工場建設計画に伴い、

地理的条件等から当面使用を

予定しておらず、将来的に売

却する意向もあるため、1つの

資産グループとして認識いた

しました。これにより、当該

資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額

47,426千円を減損損失として

計上しました。その内訳は、

建物及び構築物9,466千円、土

地37,960千円であります。 

   なお、これらの回収可能価

額は正味売却可能価額により

算定しており、主として不動

産鑑定士による不動産鑑定価

額によっております。 

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び         217千円 

運搬具  

工具･器具･備品       104千円 

合    計         322千円 

 

※３   ───── 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 
当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 
発行済株式   

普通株式（注）１ 472,000 472,000 ― 944,000

合計 472,000 472,000 ― 944,000

自己株式   

普通株式（注）２ 13 23 ― 36

合計 13 23 ― 36

（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加 472,000 株は、株式の分割（無償交付）による増加 472,000 株であります。 

2.普通株式の自己株式数の増加 23 株は、単元未満株式の買取による増加５株、株式の分割（無償交付）による

増加 18 株であります。 

２.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 18 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 424,788 900 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 29 日

 

 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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９月30日現在） 

千円 

現金及び預金勘定   14,166,732 

現金及び現金同等物 14,166,732 

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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９月30日現在）

千円 

現金及び預金勘定   10,221,630 

有価証券            4,496,992 

金銭の信託            500,000 

現金及び現金同等物 15,218,623 

 

※ 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）

            千円 

現金及び預金勘定   10,585,227 

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 による開示を行うため記載を省略しております。 

 

② 有価証券 
前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

（1）株式 473,043 631,859 158,815 

合計 473,043 631,859 158,815 

 

  ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 

116,900 

 
当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

  １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1）国債・地方債等 2,498,383 2,498,601 217 

(2）コマーシャル・ペーパー 1,998,609 1,998,566 △43 

合計 4,496,992 4,497,167 174 
 
  
  ２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 473,043 675,999 202,955 

合計 473,043 675,999 202,955 
 

  ３．当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券 
売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

69,250 67,250 ─ 
 

 
  ４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間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 

137,354 
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前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 
  １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
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 1,499,911 1,499,924 12 

(2）コマーシャル・ペーパー 1,999,566 1,999,706 139 

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 

 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 

合計 473,043 672,319 199,276 
 

  ３．当連結会計期間中に売却したその他有価証券 
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） 

(1）その他有価証券 
非上場株式 

139,268 

 
③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 18 年４

月１日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）にお

いて、当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

④ セグメント情報 
a．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月 1 日 至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 18 年４

月 1 日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（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等製造・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 
前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日）において、本邦の売上高は全セグメン

トの売上高と同額のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。また、当中間連結会計期間（自

平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月 1日 至平成 18 年３月

31 日）において、本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、

所在地セグメント情報の記載を省略しております。 
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ｃ．海外売上高 
 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千

円） 
522,010 243,320 44,948 810,279

Ⅱ 連結売上高（千

円） 
─ ─ ─ 5,953,149

Ⅲ 連結売上高に

占める海外売

上高の割合

（％） 

8.8 4.1 0.7 13.6

（注）1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

2. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）北米‥‥‥‥‥アメリカ、カナダ 

（2）欧州‥‥‥‥‥オランダ、フランス、フィンランド、ベルギー、ノルウェー、ギリシャ等 

（3）その他‥‥‥‥韓国、台湾等 

3. 海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月 1日 至 平成 17 年９月 30 日）及び前連結会計年度（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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（1 株当たり情報） 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

46,764円28銭 

１株当たり中間純利益金額 

2,185円62銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

１株当たり純資産額 

24,895円16銭 

１株当たり中間純利益金額 

957円63銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。 

 

当社は、平成18年６月１日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額   23,382.14円 

１株当たり当期純利益   1,092.81円 

 潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額については、潜在株式数が存在しな

いため記載しておりません。 

前連結会計年度 

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

益金額については、潜在株式数が存在し

ないため記載しておりません。 
 

１株当たり純資産額 

48,782円98銭

１株当たり当期純利益金額 

4,140円00銭

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。 

 

（注）1 株当たり中間（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。 
 

 
 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額  
 

 

 中間（当期）純利益（千円） 984,774 903,973 1,926,282 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 20,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (20,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

984,774 903,973 1,906,282 

期中平均株式数（千株） 450 943 460 
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（重要な後発事象） 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

───── 

 

───── 

(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金

額については、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

金額については、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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５．生産、受注及び販売の状況 
 （1）生産実績 

当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製品区分別に記載しております。 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

人工透析類 2,660,317 47.7 2,455,833 42.8 5,023,505 45.8

静脈留置針(麻酔)類 703,899 12.6 851,356 14.8 1,441,428 13.1

アンギオ類 2,211,607 39.7 2,429,073 42.4 4,516,855 41.1

合計 5,575,825 100.0 5,736,262 100.0 10,981,788 100.0

（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 

当連結会計年度の販売実績については、単一セグメントのため製品区分別に記載しております。 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

人工透析類 2,594,569 47.6 2,602,633 43.7 5,231,235 47.3

静脈留置針(麻酔)類 617,660 11.3 739,682 12.5 1,311,798 11.8

アンギオ類 2,149,317 39.5 2,526,600 42.4 4,354,266 39.4

その他 85,679 1.6 84,232 1.4 165,212 1.5

合計 5,447,226 100.0 5,953,149 100.0 11,062,513 100.0

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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