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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 26,786 11.3 566 － 1,036 △12.7 330 －

19年３月期第３四半期 24,063 △31.9 △365 － 1,187 △73.4 △3,581 －

19年３月期 35,927 △29.6 841 △86.7 2,942 △56.3 △2,033 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 10 85 － －

19年３月期第３四半期 △117 72 － －

19年３月期 △66 83 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 74,656 64,325 86.0 2,110 05

19年３月期第３四半期 76,827 64,103 83.3 2,103 87

19年３月期 76,478 65,509 85.5 2,150 22

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 4,747 △948 △1,381 12,797

19年３月期第３四半期 3,302 △3,322 △1,525 13,734

19年３月期 △1,353 △1,997 △1,525 10,426
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,400 12.4 1,500 78.3 1,800 △38.8 700 － 23 01

３．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 22,294 △4.7 583 － 1,202 △11.8 602 －

19年３月期第３四半期 23,390 △33.7 △197 － 1,364 △71.5 △3,337 －

19年３月期 35,195 △30.5 1,140 △83.3 3,263 △55.0 △1,654 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 19 79

19年３月期第３四半期 △109 70

19年３月期 △54 39

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 71,619 64,763 90.4 2,129 08

19年３月期第３四半期 76,504 64,170 83.9 2,109 43

19年３月期 74,348 65,685 88.3 2,159 29

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）　

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 34,000 △3.4 1,700 49.0 2,000 △38.7 1,100 － 36 16

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

 断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当医療業界におきましては、平成20年４月に実施される診療報酬の改定について主に医師の技術料である「本体部分」

が0.38％引き上げられることが決まりました。深刻化する医師不足を背景に８年ぶりのプラス改定となります。また同

月スタートする新たな高齢者医療制度では患者負担増の一時凍結も決まるなど、小泉・安倍政権下の厳しい医療費抑制

策に対する見直しが行われました。

  このような国内の事業環境のなかで、医療・高齢者施設向け販売は依然として厳しい状況がつづく一方、在宅介護分

野の売上は前年を上回りようやく底這い状況から脱しつつあります。また10月２日付で子会社化した福祉用具レンタル

卸業のサンネットワーク株式会社（本社：静岡市）の業績が下期から連結しています。

　生産・開発面におきましては、国内工場の新一貫生産ラインの構築や次期投入予定の新製品の開発に注力いたしまし

た。また平成19年秋から実施してきた全社にわたるコスト構造改革が利益改善に一定の成果を上げています。

　海外展開におきましては、過去最大規模の輸出案件の成約やフランスの子会社の連結売上などにより、海外売上高が

増加しています。

　以上の結果、当第３四半期は、売上高267億86百万円（前年同期比11.3％増）、営業利益５億66百万円（前年同期　営

業損失３億65百万円）、経常利益10億36百万円（前年同期比12.7％減）、四半期純利益３億30百万円（前年同期　四半

期純損失35億81百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ23億71百万円

増加し127億97百万円となりました。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、増加した資金は47億47百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億７百万円、

減価償却費13億52百万円、売上債権の減少額48億21百万円等の増加と、仕入債務の減少額24億17百万円等の減少による

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は９億48百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得額15億42百万円、有

価証券、投資有価証券の取得額58億41百万円等の減少と、有価証券、投資有価証券の売却額58億29百万円等の増加によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、減少した資金は13億81百万円となりました。これは主に、配当金の支払額12億18百万円によるもの

であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  通期の業績予想につきましては、平成19年11月13日に発表した業績予想から変更はありません。

４．その他

（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 　　該当事項はありません。

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

  たな卸資産について、実地棚卸を省略しております。

　その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な手続によっております。

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

 （単位：百万円、％） 

科目

前年同四半期末

（平成19年３月期

　第３四半期末）

当四半期末

（平成20年３月期

　第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額 金額 金額 増減率 金額

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

1．現金及び預金 6,963 8,888 1,924 27.6 7,217

 2．受取手形及び売掛金 9,004 10,439 1,434 15.9 14,529

 3．有価証券 12,704 8,339 △4,365 △34.4 9,061

 4．たな卸資産 6,195 4,709 △1,486 △24.0 4,725

 5．その他 941 817 △123 △13.1 1,310

流動資産合計 35,809 33,194 △2,615 △7.3 36,845

Ⅱ　固定資産      

 1．有形固定資産 22,356 22,355 △1 △0.0 21,748

 2．無形固定資産 2,045 3,687 1,642 80.3 3,105

 3．投資その他の資産 16,616 15,418 △1,197 △7.2 14,778

固定資産合計 41,017 41,461 443 1.1 39,632

資産合計 76,827 74,656 △2,171 △2.8 76,478

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

 1．買掛金 3,268 3,948 679 20.8 5,764

 2．未払金 4,999 840 △4,159 △83.2 799

 3．その他 2,723 2,959 236 8.7 2,435

流動負債合計 10,991 7,748 △3,243 △29.5 8,999

Ⅱ　固定負債      

 1．退職給付引当金 879 1,287 407 46.4 987

 2．その他 853 1,295 441 51.8 981

固定負債合計 1,732 2,582 849 49.0 1,969

負債合計 12,724 10,330 △2,393 △18.8 10,968

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

 1．資本金 6,591 6,591 － － 6,591

 2．資本剰余金 7,276 7,276 － － 7,276

 3．利益剰余金 52,235 52,897 661 1.3 53,783

 4．自己株式 △3,532 △3,536 △4 － △3,533

株主資本合計 62,571 63,228 657 1.1 64,118

Ⅱ　評価・換算差額等      

 1．その他有価証券
　　評価差額金 1,296 825 △470 △36.3 1,130

 2．為替換算調整勘定 133 130 △3 △2.6 161

評価・換算差額等合計 1,429 955 △473 △33.1 1,291

Ⅲ　少数株主持分 102 140 38 37.7 100

純資産合計 64,103 64,325 221 0.3 65,509

負債、純資産合計 76,827 74,656 △2,171 △2.8 76,478
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

 （単位：百万円、％） 

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
　　第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
　　第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 24,063 26,786 2,723 11.3 35,927

Ⅱ　売上原価 15,535 17,352 1,816 11.7 23,540

売上総利益 8,527 9,433 906 10.6 12,387

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,892 8,867 △25 △0.3 11,546

営業利益（△損失） △365 566 931 － 841

Ⅳ　営業外収益 1,560 693 △866 △55.5 2,113

Ⅴ　営業外費用 7 223 215 － 12

経常利益 1,187 1,036 △150 △12.7 2,942

Ⅵ　特別利益 35 154 118 330.3 145

Ⅶ　特別損失 4,286 183 △4,102 △95.7 5,447

税金等調整前四半期（当期）
純利益（△損失）

△3,063 1,007 4,070 － △2,359

法人税、住民税及び事業税 141 70 △71 △50.4 61

法人税等調整額 397 602 204 51.4 △348

少数株主損失（△利益） 20 △5 △26 － 38

四半期（当期）純利益
（△損失）

△3,581 330 3,911 － △2,033
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（3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

　　前第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）
 （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 6,591 7,276 57,377 △3,529 67,716 2,167 131 2,299 126 70,142

当四半期の変動額

剰余金の配当（注） － － △760 － △760 － － － － △760

剰余金の配当（中間配当） － － △760 － △760 － － － － △760

取締役賞与（注） － － △40 － △40 － － － － △40

四半期純損失 － － △3,581 － △3,581 － － － － △3,581

自己株式の取得 － － － △2 △2 － － － － △2

株主資本以外の項目の
当四半期の変動額（純額）

－ － － － － △871 1 △869 △24 △894

当四半期の変動額合計 － － △5,142 △2 △5,145 △871 1 △869 △24 △6,039

平成18年12月31日　残高 6,591 7,276 52,235 △3,532 62,571 1,296 133 1,429 102 64,103

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　　当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）
 （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高 6,591 7,276 53,783 △3,533 64,118 1,130 161 1,291 100 65,509

当四半期の変動額

剰余金の配当 － － △1,216 － △1,216 － － － － △1,216

四半期純利益 － － 330 － 330 － － － － 330

自己株式の取得 － － － △2 △2 － － － － △2

株主資本以外の項目の
当四半期の変動額（純額）

－ － － － － △304 △31 △335 40 △294

当四半期の変動額合計 － － △886 △2 △889 △304 △31 △335 40 △1,184

平成19年12月31日　残高 6,591 7,276 52,897 △3,536 63,228 825 130 955 140 64,325

　　前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
 （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 6,591 7,276 57,377 △3,529 67,716 2,167 131 2,299 126 70,142

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △760 － △760 － － － － △760

剰余金の配当（中間配当） － － △760 － △760 － － － － △760

取締役賞与（注） － － △40 － △40 － － － － △40

当期純損失 － － △2,033 － △2,033 － － － － △2,033

自己株式の取得 － － － △4 △4 － － － － △4

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－ － － － － △1,037 29 △1,008 △26 △1,034

連結会計年度中の変動額合計 － － △3,594 △4 △3,598 △1,037 29 △1,008 △26 △4,632

平成19年３月31日　残高 6,591 7,276 53,783 △3,533 64,118 1,130 161 1,291 100 65,509

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：百万円） 

前年同四半期
（平成19年３月期
　　第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
　　第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

　税金等調整前四半期（当期）
　純利益（損失：△）  

△3,063 1,007 △2,359

　減価償却費 1,358 1,352 1,822

　売上債権の減少額 7,726 4,821 3,488

　たな卸資産の増減額（増加：△） △838 22 1,003

　仕入債務の減少額 △3,103 △2,417 △1,428

　希望退職者割増退職金 3,793 － 3,829

　その他 △853 △135 △2,344

　　　小計 5,018 4,649 4,011

　利息及び配当金の受取額 142 236 202

　利息の支払額 － △37 －

　希望退職者割増退職金の支払額 － △35 △3,793

　法人税等の支払額 △1,858 △64 △1,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,302 4,747 △1,353

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 △1,820 △2,004 △2,320

　有価証券の売却による収入 2,500 3,922 3,999

　有形固定資産の取得による支出 △1,759 △1,542 △1,954

　無形固定資産の取得による支出 △359 △364 △567

　投資有価証券の取得による支出 △4,530 △3,837 △5,475

　投資有価証券の売却による収入 2,310 1,907 3,128

　その他 336 970 1,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,322 △948 △1,997

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

　短期借入金の減少額 － △160 －

　自己株式の取得による支出 △2 △2 △4

　配当金の支払額 △1,522 △1,218 △1,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,525 △1,381 △1,525

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 33 △46 55

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△1,512 2,371 △4,820

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,247 10,426 15,247

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 13,734 12,797 10,426
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 （5）生産、受注及び販売の状況

 

①販売実績

 (単位：百万円） 

品目別
当四半期

（平成20年３月期第３四半期） 
前年同期比（％）

 ベッド 13,464 6.1

 マットレス 1,813 △12.8

 病室用家具 3,077 61.2

 医療用器具備品 1,637 6.9

 その他 6,793 16.2

合　計 26,786 11.3

②生産実績

 (単位：百万円） 

品目別
当四半期

（平成20年３月期第３四半期） 
前年同期比（％）

 ベッド 15,651 △5.2

 マットレス 1,191 △42.4

 病室用家具 2,920 30.0

 医療用器具備品 1,271 △32.0

 その他 566 75.2

合　計 21,601 △6.2

(注）金額は販売価格によって表示しております。
 
③商品仕入実績

 (単位：百万円） 

品目別
当四半期

（平成20年３月期第３四半期） 
前年同期比（％）

 病室用家具他 3,489 △0.3

合　計 3,489 △0.3
 
④受注の状況

  見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。
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