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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 6,903 ― 39 ― 141 ― 67 ―

20年3月期第1四半期 6,701 △2.9 △20 ― 67 122.6 37 130.9

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 11.28 ―

20年3月期第1四半期 6.23 ―

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 15,794 4,203 26.6 701.12
20年3月期 15,746 4,147 26.3 691.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,203百万円 20年3月期  4,147百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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 14,243 6.0 164 ― 139 ― 54 ― 9.11
通期 28,900 3.4 299 ― 240 ― 110 181.9 18.34

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(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 有

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  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,085株 20年3月期  4,085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  5,995,915株 20年3月期第1四半期  5,996,515株

業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信（非連結）」（平成20年５月９日発表）において公表した金額より変更しておりません。 
2．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。 
3．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。  



【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１四半期におけるわが国経済は、世界的な原油および資源の高騰に加え、米国のサブプライムローン問題の長

期化によって世界経済への停滞感が深まる一方で、景気の先行きに対する不透明感が強まる状況で推移いたしました。

  当医療衛生材料業界におきましては、医療制度改革による医療費抑制の影響により、引き続き厳しい経営環境が続

いております。

  このような状況下で当社は、売上高は前年同期比3.0％増加いたしました。品目別では、衛生材料の売上高は減少し

ましたが、重点販売製品を中心とした医療用品および介護用品の売上高は増加し、また仕入商品を中心とした育児・

トイレタリー用品の売上高も増加いたしました。

  経費面では、販売費及び一般管理費が全般的に経費節約に努めたことと前年同期に発生した不良債権の発生がなかっ

たことにより、前年同期比3.2％減少いたしました。

  営業外収益では、前期末に対して当四半期末が円安になったことにより、為替予約評価益が97百万円の発生となり

ました。

  これらの結果、当第1四半期の業績は、売上高69億３百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益39百万円（前年同期

は営業損失20百万円）、経常利益１億41百万円（前年同期比111.1％増）、四半期純利益67百万円（前年同期比80.8％

増）となりました。　

２．財政状態に関する定性的情報

（資産）

　当第１四半期末の総資産は157億94百万円で前期末に対して48百万円増加いたしました。

　流動資産は、92億98万円で前期末に対して42百万円増加いたしました。「現金及び預金」が68百万円減少、「受取

手形」・「売掛金」が１億53百万円減少、「たな卸資産」が１億99百万円増加、「繰延税金資産」が43百万円減少、

「未収入金」が94百万円増加したことが主な要因です。

固定資産は、64億95百万円で前期末に対して５百万円増加いたしました。有形固定資産は、「建物」・「構築物」お

よび「機械及び装置」が48百万円減少、当第１四半期より「リース取引に関する会計基準」を適用したことにより

「リース資産」が51百万円増加、「建設仮勘定」が15百万円増加、投資その他の資産では、「投資有価証券」が52百

万円増加、「貸付金」が25百万円減少、「繰延税金資産」が36百万円減少したことが主な要因です。

（負債）

　当第１四半期末の負債合計は、115億90百万円で前期末に対して８百万円減少いたしました。

流動負債は、92億34百万円で前期末に対して２億57百万円減少いたしました。「支払手形」・「買掛金」が91百万円

減少、「短期借入金」および「１年以内返済予定長期借入金」が95百万円減少、「預り金」が83百万円増加、「賞与

引当金」が１億54百万円減少したことが主な要因です。

　固定負債は、23億56百万円で前期末に対して２億49百万円増加いたしました。「長期借入金」が３億27百万円増加、

「退職給付引当金」が32百万円減少、「為替予約」が89百万円減少、「リース債務」が44百万円増加したことが主な

要因です。

（純資産）

　当第１四半期末の純資産は、42億３百万円で前期末に対して56百万円増加いたしました。「繰越利益剰余金」が25

百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が31百万円増加したことが主な要因です。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に対して１億87百万減少し７億52

百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　営業活動によって使用した資金は２億45百万円となりました。これは、税引前四半期純利益が１億30百万円、賞与

引当金の減少が１億54百万円、売上債権の減少が１億53百万円、たな卸資産の増加が１億99百万円、仕入債務の減少

が91百万円、デリバティブ評価益が97百万円、未収入金の増加が96百万円、その他営業債務の増加が１億18百万円あっ

たことが主な要因です。

　投資活動によって使用した資金は１億33百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出が１億20百万円、

有形固定資産の取得による支出が26百万円、有形固定資産の売却による収入が９百万円、貸付金の回収による収入が

25百万円あったことが主な要因です。
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　財務活動によって獲得した資金は１億90百万円となりました。これは、短期借入れの純増加額が４億２百万円、長

期借入れによる収入が５億円、長期借入金の返済による支出が６億69百万円、配当金の支払額が42百万円あったこと

が主な要因です。

３．業績予想に関する定性的情報

　今期の業績予想につきましては、平成20年５月９日発表の数値を修正しておりません。

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

・当第１四半期末の貸倒実績率等が前期末に算定したものと著しい変化がないと認められる為に、前期末にお

いて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

・当第１四半期末の棚卸高の算出につきましては、実地棚卸を省略し、前期末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明ら

かなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

・固定資産の減価償却費の方法として定率法を採用している資産につきましては、会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。

・経過勘定項目の算定方法といたしましては、合理的な算定方法による概算額で計上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

　・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。

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下による簿価切り下げの方

法）に変更しております。

・「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成6年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

降に開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四

半期からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）　

　当社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期より、平成20年度の法人税法の改正を契機として見直し

を行い、９年から７年に変更しております。

この結果、従来の同一の基準によった場合と比べて減価償却費は2,334千円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前四半期純利益は、それぞれ2,334千円減少しております。
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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 1,378,940 1,447,569

受取手形 882,618 848,924

売掛金 3,993,603 4,180,947

商品 574,245 484,365

製品 1,321,719 1,184,062

原材料 159,890 184,035

仕掛品 302,521 306,617

貯蔵品 120,275 120,275

繰延税金資産 124,535 167,822

その他 483,604 365,860

貸倒引当金 △43,378 △34,797

流動資産合計 9,298,576 9,255,681

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,262,398 2,297,394

機械及び装置（純額） 256,640 265,003

土地 2,372,810 2,372,810

リース資産（純額） 51,310 －

その他（純額） 179,604 169,210

有形固定資産合計 5,122,763 5,104,419

無形固定資産   

のれん 40,000 45,714

商標権 1,809 1,861

ソフトウエア 12,023 12,426

その他 10,966 10,620

無形固定資産合計 64,800 70,622

投資その他の資産   

投資有価証券 647,871 595,275

出資金 320 320

長期貸付金 100,000 125,000

破産更生債権等 221,142 221,142

繰延税金資産 147,654 183,678

保険積立金 141,540 136,589

長期預金 100,000 100,000

その他 205,282 200,501

貸倒引当金 △255,548 △246,888

投資その他の資産合計 1,308,264 1,315,619

固定資産合計 6,495,827 6,490,661



（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) 

資産合計 15,794,404 15,746,342

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,855,531 2,934,613

買掛金 1,923,250 1,935,662

短期借入金 1,775,000 1,372,500

1年内返済予定の長期借入金 1,257,356 1,754,856

1年内償還予定の社債 600,000 600,000

リース債務 9,235 －

未払金 55,912 82,062

未払費用 398,924 390,526

未払法人税等 7,455 34,120

預り金 97,330 13,516

賞与引当金 60,736 215,389

売上割戻引当金 133,672 136,096

その他 59,687 22,742

流動負債合計 9,234,092 9,492,085

固定負債   

長期借入金 1,480,421 1,152,435

リース債務 44,639 －

退職給付引当金 506,225 539,048

長期未払金 63,300 64,070

長期預り保証金 160,064 159,808

為替予約 101,785 191,697

固定負債合計 2,356,437 2,107,060

負債合計 11,590,529 11,599,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 883,000 883,000

資本剰余金   

資本準備金 1,192,597 1,192,597

利益剰余金   

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金   

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 820,384 794,717

自己株式 △2,027 △2,027

株主資本合計 3,985,053 3,959,386



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 218,821 187,811

評価・換算差額等合計 218,821 187,811

純資産合計 4,203,875 4,147,197

負債純資産合計 15,794,404 15,746,342



（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 6,903,013

売上原価 5,641,148

売上総利益 1,261,864

販売費及び一般管理費 1,222,295

営業利益 39,569

営業外収益  

受取利息 2,318

受取配当金 6,079

受取賃貸料 32,877

その他 111,348

営業外収益合計 152,623

営業外費用  

支払利息 19,587

債権売却損 12,311

賃貸収入原価 14,597

その他 4,163

営業外費用合計 50,659

経常利益 141,533

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除売却損 157

投資有価証券評価損 1,898

会員権評価損 8,650

特別損失合計 10,706

税引前四半期純利益 130,827

法人税、住民税及び事業税 5,073

法人税等調整額 58,116

法人税等合計 63,189

四半期純利益 67,638



（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 130,827

減価償却費 67,181

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,823

長期未払金の増減額（△は減少） △770

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,652

その他の引当金の増減額（△は減少） △2,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,241

受取利息及び受取配当金 △8,397

支払利息 19,587

投資有価証券評価損益（△は益） 1,898

固定資産除却損 157

為替差損益（△は益） △1,327

デリバティブ評価損益（△は益） △97,464

売上債権の増減額（△は増加） 153,649

たな卸資産の増減額（△は増加） △199,296

仕入債務の増減額（△は減少） △91,493

預り敷金及び保証金の受入による収入 256

未収入金の増減額（△は増加） △96,758

その他 83,370

小計 △211,239

利息及び配当金の受取額 10,217

利息の支払額 △19,387

法人税等の支払額 △25,544

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,954

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 △120,007

定期預金の払戻による収入 1,506

投資有価証券の取得による支出 △2,288

有形固定資産の取得による支出 △26,254

有形固定資産の売却による収入 △9,984

貸付金の回収による収入 25,088

差入保証金の差入による支出 △569

差入保証金の回収による収入 3,281

保険積立金の積立による支出 △4,951

長期前払費用の取得による支出 △690

その他 1,453

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,415



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 402,500

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △669,514

配当金の支払額 △42,073

財務活動によるキャッシュ・フロー 190,912

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,129

現金及び現金同等物の期首残高 939,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 752,721



（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。

－ 9 －



「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

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 6,701,758

Ⅱ　売上原価 5,459,234

売上総利益 1,242,523

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,262,629

営業利益 △20,105

Ⅳ　営業外収益 143,013

Ⅴ　営業外費用 55,871

経常利益 67,035

Ⅵ　特別利益 32

Ⅶ　特別損失 1,649

税引前第１四半期純利益 65,419

法人税、住民税及び事業税 28,017

第１四半期純利益 37,401

－ 10 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前第１四半期純利益　 65,419

減価償却費　 68,655

賞与引当金の増減（△）額 △164,794

退職給付引当金の増減
（△）額　

9,731

貸倒引当金の増減（△）額
　

28,496

受取利息及び受取配当金 △12,989

支払利息　 19,189

売上債権の増（△）減額 △292,167

たな卸資産の増（△）減額 △30,122

仕入債務の増減（△）額　 △87,682

その他 166,735

小計 △229,530

利息及び配当金の受取額　 13,169

利息の支払額　 △19,189

法人税等の支払額 △142,043

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△377,593

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
　

△1

定期預金の払戻による収入
　

70,100

有形固定資産の取得による
支出　

△115,925

有形固定資産の売却による
収入 

198

投資有価証券の売却による
収入 　

183,312

その他　 △22,936

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

114,747

－ 11 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金増減（△）額　 390,000

長期借入れによる収入　 117,400

長期借入金の返済による支
出　

△161,144

社債の償還による支出　 △20,000

配当金の支払額　 △48,003

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

278,252

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

15

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

15,421

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

566,205

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

581,626

－ 12 －
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