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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,215 ― 42 ― 44 ― 23 ―

20年3月期第1四半期 1,215 1.7 214 △9.3 212 △9.4 126 △10.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 809.94 ―

20年3月期第1四半期 4,345.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 7,747 6,137 79.2 210,180.44
20年3月期 8,658 6,358 73.5 217,770.50

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  6,137百万円 20年3月期  6,358百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8,400.00 8,400.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5,100.00 5,100.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 3,450 ― 605 ― 603 ― 349 ― 11,953.56
通期 7,835 17.5 1,577 14.8 1,563 13.7 903 3.5 30,943.84

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 29,200株 20年3月期 29,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 ―株 20年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 29,200株 20年3月期第1四半期 29,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、発表日現在の将来に関する見通し及び、計画に基づく予測が含まれており、経済情勢・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや
不安定要因により、実際の業績が予想数値と大きく異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における我が国の経済は、歯止めのかからない資源価格の高騰に直面し、収益悪化を懸念した企業が

設備投資を控える動きを見せ始め、個人消費も低調に推移するなど、景気の減速感が強まってまいりました。

  医療機器業界におきましては、販売ターゲットとする医療機関を取り巻く環境が、二年毎に恒常的におこなわれて

いる診療報酬の改定により厳しさを増すと同時に、その影響が製品の値下げ要請といった形で医療機器メーカーを直

撃しており厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社では平成21年３月期の売上計画を達成すべく、売上が集中する第２四半期以降を見据

え営業活動を展開してまいりました。

　主力製品である採血管準備装置におきましては、新規納入案件の積上げを目指し、「大規模病院」、「中規模病院」

への営業活動を引き続き強化すると同時に、特定健診・特定保健指導の義務化に伴い、健診業務の効率化を進める上

で今後当装置の需要が見込まれる「健診センター」への営業活動を強化してまいりました。また、新規納入案件の獲

得と並行して更新需要を確実に捕捉できるよう顧客へのフォローアップを充実させ、採血管準備装置のリーディング

カンパニーとして、装置の品質のみならず、アフターサービスの品質も高めてまいりました。平成20年３月期におい

て市場投入いたしました新製品効果と相まって、「大規模病院」を中心とした当該装置の既納入施設における更新需

要を掘り起こし、確実な取り込みを図っております。

　検体検査装置におきましては、血液ガス分析装置を中心に前事業年度に引き続き「産婦人科」や「動物病院」をは

じめ多様な医療施設への営業活動を展開してまいりました。また、既に当社装置を納入している施設における更新需

要の取り込みに努めてまいりました。

　消耗品等におきましては、採血管準備装置及び検体検査装置の累計納入台数の増加により、当社装置に使用する試

薬や各種備品等の消耗品が順調に売上を伸ばしてまいりました。また、保守管理サービスにおきましては、顧客満足

度の高いサービスを実現することにより、顧客基盤の強化に貢献してまいりました。

　その他セグメントにおきましては、電子カルテ、検査システムの顧客の更新需要を確実に捕捉する営業活動を継続

的に展開してまいりました。

　海外での販売展開におきましては、採血管準備装置と検体検査装置の販売活動に引き続き注力してまいりました。

一部地域で販売代理店を変更するなど、海外売上高の拡大を目指し販売ルートの開拓をより一層推進してまいりまし

た。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,215,783千円となりました。売上総利益につきましては、当社の主

要な販売先である医療施設の予算消化の都合上、第１四半期累計期間においては高採算な大規模病院向けの採血管準

備装置の売上が低調におわった反面、販売価格帯が低く採算性に劣る中規模病院向けの採血管準備装置を中心に売上

が伸びたこと等から562,961千円となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、当社既製品の次世代機開発並びに、新たな収益の柱となり得る製品の研究

開発を継続的に進めていることにより研究開発費を160,091千円、業容拡大に伴う社内の体制強化を念頭に置き新卒採

用及び中途採用を積極的におこない人件費を199,772千円計上したことなどにより、520,168千円となりました。

　第１四半期累計期間においては高採算な大型案件の売上が低調に推移する事業上の特性並びに費用面では研究開発

費を除く費用が売上高の多寡にかかわらず、毎月ほぼ均等に発生する費用であること及び、研究開発費（除く人件費）

が前年同期と相違し、第１四半期に集中的に支出されたことで、売上高に対する費用負担の割合が重くなっているこ

とが響き、営業利益は42,793千円、経常利益は44,643千円、四半期純利益は23,650千円となりました。

 

　品目別の売上高は以下のとおりであります。

①採血管準備装置

　当第１四半期累計期間における採血管準備装置の売上高は399,513千円となりました。

　国内の販売活動におきましては、「大規模病院」、「中規模病院」、「健診センター」を中心とした新規納入案

件の積上げ、「大規模病院」を中心とした更新需要の取り込みに注力してまいりました。平成20年３月期中に新型

機種を市場投入し、製品ラインアップの拡充をおこなったことにより、医療施設のニーズに、より柔軟に対応した

製品提案を実現しております。販売先である医療施設の予算消化の都合上、第１四半期累計期間における装置の販

売実績は伸び悩む傾向にあるものの、第２四半期以降の売上を見据えた販売活動を展開してまいりました。

　海外での販売活動におきましては、販売地域の拡大を推し進めると同時に、従前より販売実績をあげていた地域

における販売基盤の強化をおこない、アジア圏を中心に売上を伸ばしてまいりました。
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②検体検査装置

　当第１四半期累計期間における検体検査装置の売上高は82,943千円となりました。　

　国内外において、血液ガス分析装置を中心に、当社製品の性能の高さを全面に推し出し積極的な販売活動を展開

してまいりました。

　海外での販売活動におきましては、アジア圏を中心に売上を伸ばしてまいりました。

 

③消耗品等

　当第１四半期累計期間における消耗品等の売上高は636,342千円となりました。

　当社の採血管準備装置、検体検査装置の累計納入台数に比例して、装置に使用する消耗品は順調に売上を拡大し

てまいりました。また、消耗品の品質の向上と合わせ、保守管理サービスの充実を図り、当社の顧客基盤の強化に

努めております。

　海外での販売活動においては、アジア圏、ヨーロッパ圏を中心に当社装置を納入している地域において順調に売

上を伸ばしてまいりました。

 

④その他

　当第１四半期累計期間におけるその他セグメントの売上高は96,985千円となりました。　

　電子カルテ・検査システムにおきましては、引き続き更新需要を確実に捕捉する営業活動を展開してまいりまし

た。また、採血管準備装置や検体検査装置の営業活動を通じて、新規納入案件の獲得につながる情報収集を継続し

てまいりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産の残高は7,747,901千円となり、前事業年度末比910,186千円減少しました。これは主に、

仕入債務の支払、配当金の支払及び法人税等の納付などにより現金及び預金が712,915千円減少、売上債権の回収が順

調に進んだことにより売上債権が462,699千円減少、第２四半期以降の販売に備えた採血管準備装置の新型機種をはじ

めロット生産をおこなう製品による在庫増加により製品が117,723千円増加したことによるものであります。

  当第１四半期末の負債の残高は1,610,632千円となり、前事業年度末比688,557千円減少しました。これは主に、平

成20年３月期第４四半期において販売をおこなった製品仕入に係る支払が滞りなく進んだことにより仕入債務が442,317

千円減少したこと及び、法人税等の納付により未払法人税等が280,724千円減少したことなどによるものであります。

　当第１四半期末の純資産の残高は6,137,268千円となり、前事業年度末比221,629千円減少しました。これは利益剰

余金の減少221,629千円によるものであります。

　なお、当第１四半期末時点の自己資本比率は79.2％となり、前事業年度末比5.7ポイント上昇しました。

（キャッシュ・フローの状況）　

　当四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は2,041,242千円となり、前

事業年度末比745,175千円の減少となりました。

　営業活動の結果248,830千円の資金減少となりました。これは主に、第２四半期以降に売上と利益が集中する傾向に

ある当社の事業上の特性により、売上高に対する費用負担の割合が重くなっていることが響き、税引前四半期純利益

が44,643千円に留まったこと、売上債権の回収が順調に進んだことにより売上債権の減少額462,699千円があったもの

の、仕入債務の減少額442,317千円、法人税等の支払額296,623千円があったことによるものであります。

　投資活動の結果231,399千円の資金減少となりました。これは主に、本社第４ビル建設用地の取得による支出198,425

千円、定期預金の預入による支出32,260千円があったことによるものであります。

　財務活動の結果264,946千円の資金減少となりました。これは主に、配当金の支払額245,446千円及び長期借入金の

返済による支出19,500千円があったことによるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間の当社の業績は、売上・利益共にほぼ期初計画とおりに推移いたしました。第２四半期会計

期間において、主力製品である採血管準備装置をはじめ各装置の売上の伸長及び消耗品の安定した販売展開を見込ん

でおり、現時点で平成20年５月13日の決算短信で発表しました第２四半期累計期間並びに通期の業績予想に変更はあ

りません。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定する方法によっております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更　

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。　

この変更による当四半期の損益への影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,240,628 3,953,543

受取手形 714,747 549,962

売掛金 1,787,960 2,415,445

製品 503,637 385,914

原材料 32,653 29,552

仕掛品 42,166 58,550

前払費用 4,089 4,042

繰延税金資産 55,958 64,638

その他 766 26,276

流動資産合計 6,382,608 7,487,926

固定資産   

有形固定資産   

建物 622,090 622,090

減価償却累計額 △275,583 △270,119

建物（純額） 346,507 351,970

構築物 3,742 3,742

減価償却累計額 △2,154 △2,101

構築物（純額） 1,587 1,640

工具、器具及び備品 29,094 29,094

減価償却累計額 △25,997 △25,769

工具、器具及び備品（純額） 3,096 3,325

土地 787,326 588,901

有形固定資産合計 1,138,518 945,837

無形固定資産   

ソフトウエア 3,058 3,351

電話加入権 1,177 1,177

無形固定資産合計 4,236 4,529

投資その他の資産   

出資金 7,510 7,510

繰延税金資産 113,852 112,365

保険積立金 72,581 72,038

差入保証金 28,593 27,880

投資その他の資産合計 222,537 219,793

固定資産合計 1,365,292 1,170,161

資産合計 7,747,901 8,658,087



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 782,833 1,225,150

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 71,600 76,700

未払金 63,960 43,529

未払法人税等 15,323 296,047

未払消費税等 3,341 19,317

未払費用 43,992 39,314

預り金 32,692 6,230

賞与引当金 123,100 85,000

その他 1,457 25,124

流動負債合計 1,238,300 1,916,414

固定負債   

長期借入金 88,000 102,400

役員退職慰労引当金 151,205 145,205

製品保証引当金 124,579 126,643

受入保証金 8,546 8,525

固定負債合計 372,331 382,774

負債合計 1,610,632 2,299,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,069,800 1,069,800

資本剰余金 967,926 967,926

利益剰余金 4,099,542 4,321,172

株主資本合計 6,137,268 6,358,898

純資産合計 6,137,268 6,358,898

負債純資産合計 7,747,901 8,658,087



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,215,783

売上原価 652,821

売上総利益 562,961

販売費及び一般管理費 520,168

営業利益 42,793

営業外収益  

受取利息 2,879

その他 55

営業外収益合計 2,934

営業外費用  

支払利息 1,084

営業外費用合計 1,084

経常利益 44,643

税引前四半期純利益 44,643

法人税、住民税及び事業税 13,801

法人税等調整額 7,192

法人税等合計 20,993

四半期純利益 23,650



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 44,643

減価償却費 6,038

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,063

受取利息及び受取配当金 △2,879

支払利息 1,084

売上債権の増減額（△は増加） 462,699

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,440

仕入債務の増減額（△は減少） △442,317

その他の資産の増減額（△は増加） 24,920

その他の負債の増減額（△は減少） 37,712

小計 45,997

利息及び配当金の受取額 2,879

利息の支払額 △1,084

法人税等の支払額 △296,623

営業活動によるキャッシュ・フロー △248,830

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 △32,260

有形固定資産の取得による支出 △198,425

差入保証金の差入による支出 △713

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,399

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 △19,500

配当金の支払額 △245,446

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △745,175

現金及び現金同等物の期首残高 2,786,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,041,242



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 4 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 1,215,148

Ⅱ　売上原価 603,696

売上総利益 611,452

Ⅲ　販売費及び一般管理費 397,158

営業利益 214,294

Ⅳ　営業外収益 131

Ⅴ　営業外費用 1,914

経常利益 212,511

税金等調整前四半期純利益 212,511

　　税金費用 85,624

四半期純利益 126,886

－ 5 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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純利益 212,511

減価償却費 6,679

役員退職慰労引当金の減少額 △7,194

賞与引当金の増加額　 22,000

製品保証引当金の増加額 1,534

受取利息 △51

支払利息 1,914

売上債権の減少額　 429,821

たな卸資産の増加額 △88,116

仕入債務の減少額 △386,487

その他資産の減少額 9,236

その他負債の減少額　 △526

　　小計 201,322

利息及び配当金の受取額　 51

利息の支払額　 △1,914

法人税等の支払額　 △276,607

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,148

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　 △30,000

差入保証金の差入による支出　 △4,463

差入保証金の返還による収入　　 1,860

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,602

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　 △19,500

配当金の支払額　　 △216,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,817

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △345,569

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,775,744

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期期末
残高

2,430,175

－ 6 －



６．その他の情報

(1）生産実績

　当第１四半期累計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

採血管準備装置（千円） 663,065

検体検査装置（千円） 82,367

消耗品等（千円） 633,264

その他（千円） 95,742

合計（千円） 1,474,440

　（注）１．金額は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）販売実績

　当第１四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

採血管準備装置（千円） 399,513

検体検査装置（千円） 82,943

消耗品等（千円） 636,342

その他（千円） 96,985

合計（千円） 1,215,783

（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

－ 7 －
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