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１．平成19年２月中間期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）
(1)連結経営成績 （百万円未満切捨て）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 5,395 △1.9 1,122 0.8 1,177 1.4

18年２月中間期 5,499 2.1 1,113 △0.7 1,160 0.0

18年８月期 14,340  3,785  3,883  

 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

19年２月中間期 695 3.3 37 34 － －

18年２月中間期 672 30.9 36 14 － －

18年８月期 2,272  122 03 － －

（注） ①持分法投資損益 19年２月中間期－百万円  18年２月中間期－百万円  18年８月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 19年２月中間期18,619,446株 18年２月中間期18,619,446株 18年８月期 18,619,446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、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であります。

(2)連結財政状態 （百万円未満切捨て）

 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

19年２月中間期 30,040 26,861 89.4 1,442 68

18年２月中間期 28,943 25,663 88.7 1,378 29

18年８月期 31,223 27,274 87.4 1,464 83

（注）  期末発行済株式数（連結） 19年２月中間期18,619,446株 18年２月中間期18,619,446株 18年８月期 18,619,446株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

 
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

19年２月中間期 26 △1,871 △1,116 7,813

18年２月中間期 △410 △6,282 △1,116 8,182

18年８月期 1,911 △6,012 △1,116 10,773

(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 １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．平成19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 14,650  3,929  2,306  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 123円86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を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合があります。上記の予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社（ナガイレーベン㈱）及び連結子会社１社により構成されており、各種メディカルウェアの

企画、製造、販売並びにシューズ等を販売しております。

　当社グループの事業内容及び当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグメント情報の記載は、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので省略し

ております。

メディカルウェア・・・・・当社は、自社企画・開発商品である看護職員及び介護従事者が使用する

メディカルウェアを、製造子会社であるナガイ白衣工業㈱から供給を受

け、販売しております。

また、当社は、一部のメディカルウェアについて、海外及び国内での生

産品をナガイ白衣工業㈱および一般取引先から購入し、販売しておりま

す。

シューズ・・・・・・・・・当社は、一般取引先から購入し、販売しております。

その他・・・・・・・・・・当社は、製造子会社であるナガイ白衣工業㈱から供給を受け、販売して

おります。

また、一部の商品について、一般取引先から購入し、販売しております。

〔事業系統図〕

　当社グループについて図示すると次のとおりであります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注） ※連結子会社 

             製品         商品 

 

得  

意  
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ナ ガ イ 白 衣 工 業 ㈱ ※ ナ ガ イ レ ー ベ ン ㈱ 

（ 製 造 会 社 ） （ 購 入 ・ 販 売 ） 
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２．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

　当社グル－プは、メディカルウェアの企画・生産・販売を通じて、人の生命と健康に貢献する企業を目指してお

ります。

  生命と健康との関わりが最も深い医療・介護従事者と患者・高齢者の間にあって、医療とは何か、看護とは何か、

介護とは何かを奥深く理解することを原動力とし、より優れた製品を世に送り出す喜びを共感することを基本理念

としております。加えて、より多くの投資家へ向けたＩＲ活動を積極的に行い、株主への利益還元の充実を経営の

重要課題のひとつと認識し、成長機会へのキャッシュの再投資、自社株買い及び配当によるキャッシュの還元の充

実により、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

(2)会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、従来より株主への利益還元の充実を経営の重要課題のひとつとして位置づけておりましたが、通年ベー

スの配当性向を当社単体の純利益の5割程度とする方針を平成17年７月に定め、配当による株主への利益還元を重視

する方針を明確にいたしました。

　今後は、企業価値の向上のための成長機会への再投資も考慮しつつ、自社株買い等、株主への利益還元に努めて

まいります。

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人株主の増加を資本政策上の重要課題と認識し、利益還元の充実に努めてまいります。

　なお、投資単位の引き下げについては、株式市場の活性化のための有効な施策の一つと認識しておりますが、当

社としては、今後の株式市場の要請や当社株価の推移等を勘案しつつ対処してまいる所存であります。

(4)中長期的な会社の経営戦略

①　コアビジネスにおける高シェア確保

　当社のコアビジネスである病院・介護市場において、高感覚DCブランド商品や高機能商品等の高付加価値商品

群を商品企画開発の柱として商品ラインナップの充実を図るとともに、販促活動及びプロモーション活動を強化

し、医療・介護機関の買い替え需要を喚起いたします。特に、基盤の弱い中日本、西日本地域において、積極的

な販促活動を展開し、リース更新物件の確実な受注活動、新規物件獲得による市場シェアアップを推進してまい

ります。

②　周辺ビジネスにおける市場拡大

　手術市場においては、医療廃棄物削減が病院経営者の大きな課題となっておりますが、当社といたしましては

米国スタンダードテキスタイル社との技術提携を図り、再利用可能な環境対策医療資材商品の投入を行い、手術

市場におけるシェア拡大を図ります。　

　患者市場においては、高まる予防医療のニーズに合わせ、利用者の視点に立った高感度、高機能商品の開発、

市場投入を行い、市場の成長を享受すべく努力を行ってまいります。

　海外市場においては、東アジアを中心として販売活動を行ってまいりました。価格的な壁もあり、まだまだ販

売金額は少ないものの、着実に市場での当社商品の認知度は高まっており、将来の大きな柱として育ててまいり

ます。

③　新規ビジネスへの参入

　将来の業容拡大を目指し、ヘルスケアや健康産業の市場領域において、当グループの強みである生産力を活か

した事業を拡大すべく、新市場を模索、参入してまいります。

④　国内・海外での生産施策

　国内生産においては、連結子会社のナガイ白衣工業㈱との連携を強化し、グループ全体の経営効率化を図り、

小ロット・多品種生産に対応する効率的な生産体制の確立と、高品質、高付加価値、短納期を目指します。

　国外生産においては、安定供給体制を基本としたクイックレスポンス体制を確立し、原価低減を図ってまいり

ます。

⑤　企画・生産・販売の一貫体制による高利益率を維持

　当社グループといたしましては、企画・生産・販売の連携をより一層強化し、高利益率を維持する体質の向上

に取り組んでまいります。
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(5)会社の対処すべき課題

　当社グループでは、厳しい経済環境のなか、遵法精神に基づいた顧客サービスの向上を経営上の課題ととらえ、

以下の諸施策を推進することにより市場での競争優位性の確保と更なるシェアアップを目指しております。

①　営業　　既存市場の深耕によるシェアアップ、周辺市場での業容拡大、新市場参入へ向けたマーケティング活動

及び時代に即した販売チャネルの構築

②　企画　　高機能性、高感性、高品質、環境保護を追求した高付加価値商品の企画開発

③　物流　　クイックレスポンス体制促進のための物流効率の見直し、コスト低減及び出荷精度の向上

④　生産　　製品の品質向上並びに短納期体制の確立及びコスト削減を重視した生産効率の見直し

⑤　管理　　企業価値の向上のための経営環境の変化に対応した意思決定のスピードアップ、事務効率の向上及び情

報の有効活用と情報管理の徹底のための環境整備

　これらの課題に対して、ＩＳＯマネジメントシステムを利用し、品質についてはＩＳＯ9001:2000の運用を徹底し、

継続的な顧客サービスと顧客ニーズを把握した商品提供を進めており、環境面においては、ＩＳＯ14001の運用に取

り組んでまいります。また、情報の有効活用と情報管理の徹底のために、ＩＳＭＳ認証基準の枠組みを参考に、社

内ルールの作成に取り組んでおります。

(6)親会社等に関する事項

　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

　【当中間期の概況】

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油等の原材料の高騰や不安定な国際情勢の国内経済への影響懸

念などの不安を抱えつつも、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加に支えられ、景気は緩やかな回復基

調が継続しております。

　医療・介護業界におきましては、医療制度改革関連法案の提出や介護保険制度導入後初めての介護保険法の改正

など、医療・介護費抑制のための抜本的制度改革に向けての施策が着実に実施されてきており、業界は大きな転換

期を迎えております。特に平成18年4月施行の診療報酬及び介護報酬のマイナス改定の影響により、医療・介護分野

を取巻く経営環境は一層厳しいものとなりました。　

　また、療養病床の有料老人ホームや介護老人保健施設への転換、在宅療養支援診療所の新設、有料老人ホームの

医療機関の経営解禁など、医療と介護の連携を重視した地域密着型のサービス提供が重要視されており、医療・介

護のボーダレス化は一層加速されてきております。

　メディカルウェア業界におきましては、このような制度変更に伴う混沌とした状況の中、医療機関・介護施設の

経営悪化を受け、経費削減を目的とした買い控え現象が前期下期に引き続き発生いたしました。一方、医療機関の

看護職員の配置基準の最高値が10:1から7:1に引き上げられた4月以降、看護職員の増員を図る医療機関が急増する

とともに介護従事者も着実に増加傾向にあり、マンパワーの増加によるプラス要因も顕在化しております。

　当社グループといたしましては、商品面では、ヨーロッパ発の新ナースウェアブランド「37°」、急増する有料

老人ホームをターゲットとした新ブランド「ケア クルー」を投入するとともに、ボーダレス化された医療・介護両

分野向けの「きらきら」シリーズや機能性新感覚ドクターウェアの新商品群投入を行い、市場の活性化を図りまし

た。

　営業面では、前期下期の厳しい市場環境を受け第一四半期は大きな減収となりましたが、積極的な販促活動によ

る新規物件の獲得、大型物件の確実な受注を行い第二四半期は増収となったものの、第一四半期の落込みをカバー

できず、売上高は前年を若干下回る結果となりました。

　当中間連結会計期間の生産におきましては、円安による原価上昇要因はありましたが、海外生産へのシフト効果

等により売上原価率の好転を図ることができました。

　その結果、売上高は前年比マイナスであったものの、売上高総利益率は好転し、営業利益、経常利益、中間純利

益とも前年同期に比べ増加いたしました。

　このような状況のもと、当中間連結会計期間の売上高につきましては、53億95百万円（前年同期比1.9%減）、営

業利益は11億22百万円（同0.8％増）、経常利益は11億77百万円（同1.4％増）、中間純利益は6億95百万円（同

3.3％増）を計上いたしました。

　なお、当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント

情報の記載は省略しております。また、当社グループは、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、所在地別セグメント情報の記載事項はありません。
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【通期の見通し】

　通期におけるわが国経済は、世界経済情勢の不透明感から、先行きは必ずしも楽観できないものと思われます。

　医療・介護業界におきましては、医療保険制度改革関連法案など引き続き医療・介護制度の大きな改革が検討さ

れており、業界は大きな転換期の中、変革の時代が継続してまいります。

　それに伴い、医療・介護機関の経営環境は一層厳しさを増し、各機関は経営体質の強化や機能分化をさらに本格

化させるものと見られます。特に、急性期医療やリハビリ、介護予防給付など今後重点課題として政府が注力する

分野に向け、医療法人、社会福祉法人、民間営利企業等が、制度変更によりその枠を超え、医療・介護・福祉を包

括したサービス強化のため積極的な提携、連携を展開し、ますます業界のボーダレス化に拍車が掛かるものと予測

されております。

　メディカルウェア業界におきましては、厳しい環境下における医療・介護機関の買い控えも予想されるものの、

第６次看護職員需給見通しでの年率2％強の看護職員の供給見通しに加え、医療機関における看護職員配置最高基準

の引上げ実施に伴う看護職員増員が顕著化し、介護職員の増加とともにマンパワー増加の好材料も見受けられ、市

場は落ち着きを取り戻し回復傾向にあります。また、医療・介護分野のボーダレス化を受け、ウェアもオーバーラッ

プして使用されるなど、医療と介護市場の垣根を越えたウェア提案が急務になるものと考えられます。

　当社グループといたしましては、引続き新規物件の獲得や大型物件の確実な受注に注力するとともに新ブランド

や新商品群の拡販に努め、コアアイテムであるヘルスケアウェアの順調な売上増を目指してまいります。また、手

術分野に対しましては、「コンペルパック」の現在モニター中の病院への納入が本格化され、大幅な売上増が期待

されます。

　一方、新分野開拓を大きな経営課題と捉え、マーケティング活動の強化と業容拡大に繋げるべく営業活動を本格

化し、将来の磐石な体制作りに向けその礎を築くべく注力してまいりたいと考えております。

　生産に関しましては、国内においては高品質、高付加価値、短納期を目指し、海外においては原価低減と効率的

な短納期生産体制を推進してまいります。

　このような状況のもと、通期の業績の見通しにつきましては、売上高146億円50百万円（前連結会計年度比2.2％

増）、経常利益39億29百万円（同1.2％増）、当期純利益23億６百万円（同1.5％増）を予想しております。

(2)財政状態

【当中間期の資産、負債及び純資産の状況】

　当中間連結会計期間末の総資産は、第３四半期の販売に備えた商品の積み増しによるたな卸資産の増加等があっ

た一方、売上債権の圧縮、法人税等及び配当金の支払による現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末から

11億83百万円減少の300億40百万円となりました。負債は、未払法人税等の減少により、前連結会計年度末から７億

70百万円減少の31億78百万円となりました。純資産は、当中間連結会計期間の中間純利益額を上回る剰余金配当に

よる利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末から４億12百万円減少の268億61百万円となりました。

【当中間期のキャッシュ・フローの状況】

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、78億13百万円となり、前中間

連結会計期間末より３億68百万円減少し、また前連結会計年度末よりは29億59百万円減少しました。

　当中間連結会計期間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、資金は26百万円増加（前中間連結会計期間は４億10百万円の減少）しました。

　主な要因は、税金等調整前中間純利益11億76百万円（同11億38百万円）、売上債権の減少額９億66百万円（同

９億25百万円）、仕入債務の増加額88百万円（同２億27百万円の減少）等による増加と、たな卸資産の増加額10

億37百万円（同10億93百万円）、法人税等の支払額11億72百万円（同11億48百万円）等による減少であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、資金は18億71百万円減少（同62億82百万円）しました。

　主な要因は、定期預金の預入による支出22億円（同63億円）等による減少であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金は11億16百万円減少(同11億16百万円)しました。

　これは、配当金の支払額11億16百万円(同11億16百万円)であります。

 【キャッシュ・フロー指標のトレンド】

 平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期

 中　間 期　末 中　間 期　末 中　間

 自己資本比率（％） 86.2 85.8 88.7 87.4 89.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 132.0 137.3 184.6 147.6 160.8

 債務償還年数（年） － － － － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19,683.7 234,623.0 － － －

※　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・カバレッジ・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支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。

(3)事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態に影響を与えうるリスクには以下のようなものがあります。但し、当社グルー

プに関するすべてのリスクを網羅したものではありません。

①　カントリーリスク

　当社グループでは、一部の商品については海外で縫製されております。海外の生産拠点において、政治・経済

情勢の悪化、政変、治安の悪化、テロ・戦争の発生により生産活動に問題が生じた場合には、経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。

②　為替リスク

　当社グループでは、輸入決済を外貨建てとしております。長期先物予約により為替リスクを軽減するための手

段を講じておりますが、急激な為替レートの変動は経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　天災リスク

　当社グループでは、生産・販売・物流のネットワークシステム及び生産ラインの中断による潜在的なリスクを

回避するため、データのバックアップ及び災害防止検査と設備点検を実施しておりますが、天災等により売上の

低下、コストの増加を招き、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

対前連結会
計年度比較

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 14,482,133 15,813,361 16,673,224  

２．受取手形及び
売掛金

3,674,482 3,639,231 4,601,005  

３．たな卸資産 3,963,820 4,141,862 3,104,383  

４．その他 166,803 193,868 516,300  

貸倒引当金 △1,104 △2,549 △1,473  

流動資産合計 22,286,134 77.0 23,785,775 79.2 24,893,440 79.7 △1,107,665

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構
築物

5,080,411 5,089,173 5,084,968  

減価償却累
計額

2,742,036 2,338,375 2,863,519 2,225,654 2,804,309 2,280,659  

(2）土地 2,558,051 2,558,051 2,558,051  

(3) 建設仮勘定 250 250 250  

(4）その他 2,053,962 2,060,948 2,052,012  

減価償却累
計額

1,406,165 647,797 1,479,656 581,291 1,455,401 596,611  

有形固定資産
合計

5,544,475 19.1 5,365,247 17.9 5,435,572 17.4 △70,325

２．無形固定資産 81,843 0.3 94,928 0.3 93,723 0.3 1,204

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

608,714 390,329 397,722  

(2）その他 427,034 404,017 402,992  

貸倒引当金 △4,418 △13 △13  

投資その他の
資産合計

1,031,330 3.6 794,333 2.6 800,701 2.6 △6,368

固定資産合計 6,657,649 23.0 6,254,509 20.8 6,329,997 20.3 △75,488

資産合計 28,943,783 100.0 30,040,284 100.0 31,223,438 100.0 △1,183,153
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前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

対前連結会
計年度比較

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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

2,041,968 1,998,803 1,910,034  

２．未払法人税等 456,442 464,389 1,178,378  

３．賞与引当金 77,000 76,181 80,752  

４．その他 280,590 226,914 360,770  

流動負債合計 2,856,001 9.9 2,766,289 9.2 3,529,934 11.3 △763,645

 

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

259,133 263,875 260,365  

２．役員退職慰労
引当金

117,500 117,800 123,020  

３．その他 48,089 30,417 35,814  

固定負債合計 424,722 1.4 412,092 1.4 419,200 1.3 △7,107

負債合計 3,280,724 11.3 3,178,382 10.6 3,949,135 12.6 △770,753

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,925,273 6.7 － － － － －

Ⅱ　資本剰余金 2,358,190 8.1 － － － － －

Ⅲ　利益剰余金 21,938,338 75.8 － － － － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

88,304 0.3 － － － － －

Ⅴ　自己株式 △647,048 △2.2 － － － － －

資本合計 25,663,059 88.7 － － － － －

負債、少数株主
持分及び資本合
計

28,943,783 100.0 － － － － －

 

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,925,273 6.4  1,925,273 6.2 －

２．資本剰余金   － －  2,358,190 7.9  2,358,190 7.6 －

３．利益剰余金   － －  23,115,514 76.9  23,537,514 75.4 △421,999

４．自己株式   － －  △647,048 △2.2  △647,048 △2.1 －

株主資本合計   － －  26,751,930 89.0  27,173,929 87.1 △421,999

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  92,356 0.3  96,950 0.3 △4,594

２．繰延ヘッジ損
益

  － －  17,615 0.1  3,422 0.0 14,192

評価・換算差額
等合計

  － －  109,971 0.4  100,373 0.3 9,598

純資産合計   － －  26,861,902 89.4  27,274,303 87.4 △412,400

負債純資産合計   － －  30,040,284 100.0  31,223,438 100.0 △1,183,153
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

対前中間
期比較

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,499,728 100.0 5,395,934 100.0 △103,793 14,340,873 100.0

Ⅱ　売上原価 3,186,809 57.9 3,058,161 56.7 △128,648 8,237,265 57.4

売上総利益 2,312,918 42.1 2,337,773 43.3 24,854 6,103,608 42.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 1,198,996 21.8 1,215,136 22.5 16,139 2,318,525 16.2

営業利益 1,113,922 20.3 1,122,637 20.8 8,714 3,785,082 26.4

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 5,151 20,384  8,634

２．受取配当金 11,709 1,484  13,203

３．受取賃貸料 26,627 31,131  60,371

４．雑収入 3,076 46,564 0.8 4,213 57,213 1.1 10,649 16,185 98,394 0.7

Ⅴ　営業外費用  

１．保険解約損 － 2,682  －

２．雑損失 2 2 0.0 43 2,725 0.1 2,723 69 69 0.0

経常利益 1,160,485 21.1 1,177,125 21.8 16,640 3,883,408 27.1

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却
益

※２ 77 707  77

２．投資有価証券
売却益

0 －  0

３．貸倒引当金戻
入益

221 298 0.0 － 707 0.0 408 385 463 0.0

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除売
却損

※３ 4,593 1,691  6,176

２．投資有価証券
売却損

 1,751 －  9,638

３．投資有価証券
評価損

 563 －  563

４．退職給付費用  15,190 22,098 0.4 － 1,691 0.0 △20,407 15,190 31,568 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

1,138,685 20.7 1,176,141 21.8 37,456 3,852,302 26.9

法人税、住民
税及び事業税

448,944 448,302  1,606,674

法人税等調整
額

16,784 465,728 8.5 32,671 480,973 8.9 15,245 △26,503 1,580,170 11.1

中間（当期）
純利益

672,956 12.2 695,167 12.9 22,210 2,272,132 15.8
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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

前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

区分
注記

番号
金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,358,190

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高 2,358,190

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 22,417,648

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間純利益 672,956 672,956

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,117,166

２．役員賞与 35,100

（うち監査役賞与） (1,200) 1,152,266

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高 21,938,338
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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９月１日　至　平成19年２月28日）

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８月31日　残高（千円） 1,925,273 2,358,190 23,537,514 △647,048 27,173,929

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,117,166  △1,117,166

中間純利益   695,167  695,167

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
（千円）

  △421,999  △421,999

平成19年２月28日　残高（千円） 1,925,273 2,358,190 23,115,514 △647,048 26,751,930

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日　残高（千円） 96,950 3,422 100,373 27,274,303

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △1,117,166

中間純利益    695,167

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）

△4,594 14,192 9,598 9,598

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,594 14,192 9,598 △412,400

平成19年２月28日　残高（千円） 92,356 17,615 109,971 26,861,902
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前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

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17年８月31日　残高（千円） 1,925,273 2,358,190 22,417,648 △647,048 26,054,064

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △1,117,166  △1,117,166

役員賞与金   △35,100  △35,100

当期純利益   2,272,132  2,272,132

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  1,119,865  1,119,865

平成18年８月31日　残高（千円） 1,925,273 2,358,190 23,537,514 △647,048 27,173,929

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成17年８月31日　残高（千円） 48,671 － 48,671 26,102,735

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △1,117,166

役員賞与金    △35,100

当期純利益    2,272,132

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

48,279 3,422 51,702 51,702

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

48,279 3,422 51,702 1,171,567

平成18年８月31日　残高（千円） 96,950 3,422 100,373 27,274,303
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

対前中間期比

前連結会計年度要約連

結キャッシュ・フロー

計算書

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

金額（千円）

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 1,138,685 1,176,141 37,456 3,852,302

減価償却費 134,932 132,108 △2,824 275,012

貸倒引当金の増減額 △221 1,075 1,296 △4,258

賞与引当金の減少額 △4,180 △4,570 △390 △428

退職給付引当金の増加額 8,159 3,510 △4,649 9,391

役員退職慰労引当金の増減額 5,520 △5,220 △10,740 11,040

受取利息及び受取配当金 △16,860 △21,868 △5,008 △21,838

有形固定資産売却益 △77 △707 △630 △77

有形固定資産除売却損 4,593 1,691 △2,902 6,176

投資有価証券売却益 △0 － 0 △0

投資有価証券売却損 1,751 － △1,751 9,638

投資有価証券評価損 563 － △563 563

売上債権の増減額 925,925 966,791 40,865 △2,743

たな卸資産の増加額 △1,093,351 △1,037,478 55,872 △233,914

仕入債務の増減額 △227,471 88,702 316,173 △359,365

未払消費税等の増減額 △95,610 △109,660 △14,049 7,983

役員賞与の支払額 △23,300 － 23,300 △35,100

その他 △37,597 6,766 44,364 △31,885

小計 721,460 1,197,280 475,820 3,482,496

利息及び配当金の受取額 16,698 1,968 △14,730 20,643

法人税等の支払額 △1,148,266 △1,172,521 △24,254 △1,591,737

営業活動によるキャッシュ・フロー △410,107 26,727 436,835 1,911,402
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前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

対前中間期比

前連結会計年度要約連

結キャッシュ・フロー

計算書

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

金額（千円）

Ⅱ　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 △6,300,000 △2,200,000 4,100,000 △12,200,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000 100,000 6,300,000

有形固定資産の取得による支出 △55,279 △50,520 4,759 △82,660

有形固定資産の売却による収入 2,453 2,523 69 3,292

無形固定資産の取得による支出 △23,577 △15,692 7,884 △54,479

投資有価証券の取得による支出 △4,931 △333 4,597 △78,449

投資有価証券の売却による収入 100,678 292,113 191,434 100,678

その他 △2,277 － 2,277 △1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,282,932 △1,871,910 4,411,022 △6,012,820

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,116,378 △1,116,476 △98 △1,116,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,116,378 △1,116,476 △98 △1,116,772

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,210 1,796 586 1,071

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △7,808,208 △2,959,862 4,848,346 △5,217,118

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,990,342 10,773,224 △5,217,118 15,990,342

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高
※1 8,182,133 7,813,361 △368,771 10,773,224
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社はナガイ白衣工業㈱１

社であります。非連結子会社はあり

ません。

同左 同左

２．持分法の適用に関する

事項

　　該当事項はありません。 同左  同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

４．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

　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）

(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

　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）

(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

　決算期末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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

 同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

主として総平均法による原価法

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

(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

　建物（建物附属設備を除く）は

定額法、建物以外については定率

法によっております。

　ただし、ナガイレーベン物流セ

ンター及び西日本物流センターに

ついては、定額法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(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

同左

(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

 同左

建物 15～45年

機械装置 ７年、12年

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、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

によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(3）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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

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、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。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

③　退職給付引当金

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、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに充

てるため、役員退職慰労金支給に

関する内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに充

てるため、役員退職慰労金支給に

関する内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(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。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4）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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、為替予約及びクーポンス

ワップについては、振当処理の要

件を満たすことから振当処理を採

用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

為替予約取引

クーポンスワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

外貨建金銭債務

（外貨建予定取引を含む）

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　輸入商品購入予定額を基に、月

別外貨支払見込額を限度とし、為

替相場の動向を勘案の上、支払見

込額に対する予約割合を決定・実

行しており、投機を目的とした取

引は一切行わない方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

(6）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

　税抜方式によっております。

(6）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

(6）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

５．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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資であり

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９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

―――― ―――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

  「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準適用指針第８号)を当連

結会計年度より適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は27,270,880千円であります。

　また、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度の連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

　表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

（中間連結貸借対照表）

　仮払消費税等及び仮受消費税等については、前中間連

結会計期間においては両建てのままそれぞれ流動資産の

「その他」及び流動負債の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当中間連結会計期間においては仮払消費

税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、表示することに変

更しております。

　なお、当中間連結会計期間における相殺前の仮払消費

税等は399,826千円であり、仮受消費税等は436,246千円

であります。

（中間連結損益計算書）

　「受取配当金」は前中間連結会計期間において、営業

外収益の「その他」に含めておりましたが、当中間連結

会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の受取配当金の金額は、902

千円であります。

――――
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注記事項

（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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

従業員給与手当 357,486千円

広告宣伝費 185,786

退職給付費用 15,412

役員退職慰労引当金

繰入額
5,520

賞与引当金繰入額 47,525

従業員給与手当 360,063千円

広告宣伝費 185,173

退職給付費用 14,578

役員退職慰労引当金

繰入額
5,370

賞与引当金繰入額 47,218

従業員給与手当 752,005千円

広告宣伝費 237,142

退職給付費用 30,571

役員退職慰労引当金

繰入額
11,040

賞与引当金繰入額 50,995

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

その他の有形固定資

産売却益
77千円

その他の有形固定資

産売却益
707千円

その他の有形固定資

産売却益
77千円

※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳

建物及び構築物除却

損
4,035千円

その他の有形固定資

産除却損
489 

その他の有形固定資

産売却損
68 

計 4,593

建物及び構築物除却

損
230千円

その他の有形固定資

産除却損
950 

その他の有形固定資

産売却損
510 

計 1,691

建物及び構築物除却

損
4,194千円

その他の有形固定資

産除却損
1,519

その他の有形固定資

産売却損
462

計 6,176

（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９月１日　至平成19年２月28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 19,118,000 － － 19,118,000

合計 19,118,000 － － 19,118,000

自己株式

普通株式 498,554 － － 498,554

合計 498,554 － － 498,554

２．配当に関する事項

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11月21日

定時株主総会
普通株式 1,117,166 60.00 平成18年８月31日 平成18年11月22日
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前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 19,118,000 － － 19,118,000

合計 19,118,000 － － 19,118,000

自己株式

普通株式 498,554 － － 498,554

合計 498,554 － － 498,554

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17年11月22日

定時株主総会
普通株式 1,117,166 60.00 平成17年８月31日 平成17年11月22日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月21日

定時株主総会
普通株式 1,117,166  利益剰余金 60.00 平成18年８月31日 平成18年11月22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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　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

※１　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

※１　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２月28日現在） （平成19年２月28日現在） （平成18年８月31日現在）

現金及び預金勘定 14,482,133千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

 

△6,300,000

 

現金及び現金同等物 8,182,133 

現金及び預金勘定 15,813,361千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

 

△8,000,000

 

現金及び現金同等物 7,813,361 

現金及び預金勘定 16,673,224千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

 

△5,900,000

 

現金及び現金同等物 10,773,224 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年２月28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 149,371 301,059 151,688

(2)債券 － － －

(3)その他 300,000 296,798 △3,201

合計 449,371 597,857 148,486

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 10,856

当中間連結会計期間末（平成19年２月28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 223,223 378,522 155,298

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 223,223 378,522 155,298

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 11,806
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前連結会計年度末（平成18年８月31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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 222,890 385,915 163,024

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 222,890 385,915 163,024

２．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 11,806

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成18年９月１

日　至平成19年２月28日）及び前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）において当社グルー

プは、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、デリバティブ取引を実施していないため、該当事

項はありません。

（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９月１日　至平成18年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成18年９月１

日　至平成19年２月28日）及び前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）において当社グルー

プは、各種メディカルウェアの製造・販売を行っており、異なる事業区分はありません。

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９月１日　至平成18年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成18年９月１

日　至平成19年２月28日）及び前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）において当社グルー

プは、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。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成18年９月１

日　至平成19年２月28日）及び前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）において当社グルー

プは、海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、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９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 1,378円29銭

１株当たり中間純利益 36円14銭

１株当たり純資産額 1,442円68銭

１株当たり中間純利益 37円34銭

１株当たり純資産額 1,464円83銭

１株当たり当期純利益 122円03銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

同左 　なお、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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

中間（当期）純利益（千円） 672,956 695,167 2,272,132

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

　（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (―)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 672,956 695,167 2,272,132

期中平均株式数（株） 18,619,446 18,619,446 18,619,446

　（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前年同期比
（％）

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

メディカルウェア 2,935,853 3,249,171 110.7 6,404,109

シューズ － － － －

その他 － － － －

合計 2,935,853 3,249,171 110.7 6,404,109

（注）１．生産金額は、製品製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．メディカルウェアの生産実績には、ナースキャップ等の生産実績を含めて記載しておりますが、その製造

原価は少額であります。

(2）商品仕入実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前年同期比
（％）

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

メディカルウェア 719,764 611,048 84.9 1,347,020

シューズ 157,915 143,964 91.2 286,989

その他 89,525 80,475 89.9 193,375

合計 967,205 835,487 86.4 1,827,385

（注）１．仕入金額は、実際仕入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。

(3）受注状況

　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。
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(4）販売実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前年同期比
（％）

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

メディカルウェア 5,226,372 5,156,480 98.7 13,651,282

シューズ 176,119 152,311 86.5 440,773

その他 97,236 87,142 89.6 248,818

合計 5,499,728 5,395,934 98.1 14,340,873

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

 （単位：千円）

相手先
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

ワタキューセイモア㈱
金額 割合 金額 割合 金額 割合

994,370 18.1％ 1,061,347 19.7％ 2,712,590 18.9％

２．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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