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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 11,584 ― 421 ― 555 ― 442 ―

20年3月期第1四半期 11,172 17.6 594 ― 670 ― 331 ―

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 16.18 ―

20年3月期第1四半期 12.22 12.02

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 60,362 42,420 69.3 1,529.08
20年3月期 61,407 42,471 68.1 1,529.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  41,829百万円 20年3月期  41,835百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 27,000 7.0 1,500 4.6 1,400 5.9 800 61.2 29.24
通期 57,000 1.6 4,500 △11.3 4,300 △2.2 2,300 △13.7 84.08

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)当連結会計年度から「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 (2)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。

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  28,350,400株 20年3月期  30,350,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  994,393株 20年3月期  2,994,393株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  27,356,007株 20年3月期第1四半期  27,145,882株
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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
当第1四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安によ

る株価下落やエネルギーや原材料、食料品の価格高騰等により、企業収益や個人消費を圧迫し、景気の先行
きについては、急速に不透明感が強まっております。
このような状況の中で、当社グループは中期事業計画に基づき基本戦略を継続的に推し進めてまいりまし

た結果、当第1四半期における売上高は、医用分析装置部門は大幅に増加いたしましたが、医用電子装置部門
および汎用分析装置部門については、価格競争等が激しく一段と厳しさを増している状況であります。
一方、海外においては、大型案件があった前年同期を下回りました。
この結果、当第1四半期の連結売上高は115億8千4百万円と前年同期比3.7％の増収となりました。利益につ

きましては、営業利益は4億2千1百万円、経常利益は5億5千5百万円となり、四半期純利益は4億4千2百万円と
なりました。
事業の部門別の業績は次のとおりであります。

医用電子装置部門
国内の状況は、引続く医療費抑制政策の影響で、医師不足や自治体病院の経営悪化、病院数の減少などの

問題が顕在化してきております。超音波診断装置市場においても、病院経営の効率化推進による予算縮小傾
向にあること等から、価格競争が激しくなってきております。
このような状況の中、主力製品である超音波診断装置は、新製品による拡販やコストダウン推進による価

格競争力の強化を図るとともに、新しい超音波造影剤への対応や、付加価値の高い機能拡張に努めてまいり
ましたが、国内においては依然として価格競争が激しく、前年同期を僅かに下回ることとなりました。
一方、海外においては、前年度後半に始まった円高は年度末でピークを迎え、当期の販売への影響は限定

的でしたが、大型案件があった前年同期を下回りました。
骨塩定量検査関連では、骨塩量測定装置DCS-600EXVを新発売し、自社・他社更新市場へ販売の拍車をかけ

ましたが価格競争が激しく厳しい状況で推移しております。また、超音波を応用した超音波骨評価装置
AOS-100シリーズ、動物実験用Ｘ線ＣＴ装置については、堅調に推移しております。
この結果、当部門の売上高は85億8百万円となり前第１四半期を8.0％下回りました。

汎用分析装置部門

世界的な原油価格の高騰により、世界各国において原子力発電の見直しが声高に叫ばれています。   
一方、国内では地震の影響により、放射線管理設備への投資が依然として絞られています。
このような状況の中、当部門の主力製品である放射線測定装置および放射線（能）管理装置は、原子力産

業向けの需要の動き出しが鈍く、病院、研究施設向け放射線監視設備の出荷も低調だった事から、前年同期
を下回りました。翌四半期以降は徐々に更新需要が回復するものと見込んでおります。
この結果、当部門の売上高は7億9千3百万円となり前第１四半期を24.5％下回りました。

医用分析装置部門

平成20年度の診療報酬改定により、当部門の主要顧客である医療機関の検体検査部門、臨床検査センター
は一層厳しい経営環境下で検査品質確保と業務改善による収益確保を続けています。また、これら顧客に体
外診断薬を供給する診断薬メーカーも競争と生き残りをかけて積極的に営業展開を行なっています。
このような状況の中、当部門の主力製品である検体前処理システム関連装置は前年度受注した大型物件の

納入を行なうなど順調に売上を計上し、診断薬メーカーへのOEM分析装置も、国内向け新機種、海外向け共に
売上は堅調に推移したため、前年同期を大幅に上回りました。
この結果、当部門の売上高は22億8千2百万円となり前第１四半期を160.1％上回りました。
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　2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較して10億4千5百万円減少し、603億6千2百万円となり

ました。
この主な要因は、たな卸資産が15億9千3百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が27億3千3百万円減少
したこと等によるものであります。
また負債の部は9億9千4百万円の減少し、179億4千1百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び

買掛金が5億9百万円の増加しましたが、借入金の返済により1億6千1百万円減少したほか、未払法人税等8億7
千3百万円の減少、賞与引当金7億4百万円の減少等によるものであります。
純資産の部は5千1百万円の減少となりました。

　3. 連結業績予想に関する定性的情報
現時点におきましては、第2四半期連結累計期間および通期の業績につきまして、平成20年5月12日に公表

しました連結業績予想に変更はありません。

　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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

重要な事項はありません。

(3) 四半期連結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
会計基準等の改正に伴う変更
①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計

基準適用指針第14号）を当第1四半期連結会計年期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「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1四半期連結会計年期間から適用し、評価の基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」」（企業会計基準委員会 平

成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第1四半期連結会計年期間から適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。

　なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,987 11,143

受取手形及び売掛金 17,193 19,927

有価証券 2 2

商品 29 23

製品 10,262 9,462

原材料 3,749 3,307

仕掛品 3,493 3,148

繰延税金資産 1,148 1,268

その他 1,251 840

貸倒引当金 △279 △307

流動資産合計 47,840 48,817

固定資産

有形固定資産 9,649 9,884

無形固定資産

のれん 13 13

その他 242 202

無形固定資産合計 256 216

投資その他の資産

投資有価証券 1,516 1,378

繰延税金資産 415 481

その他 1,540 1,513

貸倒引当金 △856 △884

投資その他の資産合計 2,615 2,490

固定資産合計 12,521 12,590

資産合計 60,362 61,407
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,250 6,740

短期借入金 1,635 1,546

未払費用 1,129 1,095

未払法人税等 141 1,014

繰延税金負債 － 88

賞与引当金 456 1,161

役員賞与引当金 16 52

製品保証引当金 475 479

その他 3,599 3,387

流動負債合計 14,705 15,567

固定負債

長期借入金 2,223 2,474

繰延税金負債 94 －

退職給付引当金 529 511

役員退職慰労引当金 188 189

その他 199 193

固定負債合計 3,236 3,368

負債合計 17,941 18,936

純資産の部

株主資本

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 6,095 7,639

利益剰余金 30,038 29,813

自己株式 △767 △2,311

株主資本合計 41,832 41,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △60 △142

為替換算調整勘定 57 371

評価・換算差額等合計 △3 228

少数株主持分 590 636

純資産合計 42,420 42,471

負債純資産合計 60,362 61,407
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 11,584

売上原価 6,690

売上総利益 4,894

販売費及び一般管理費 4,472

営業利益 421

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 17

為替差益 117

補助金収入 33

その他 11

営業外収益合計 183

営業外費用

支払利息 21

寄付金 19

その他 8

営業外費用合計 49

経常利益 555

特別利益

貸倒引当金戻入額 50

特別利益合計 50

特別損失

ゴルフ会員権評価損 2

その他 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 603

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 147

法人税等合計 151

少数株主利益 8

四半期純利益 442
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(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

税金等調整前四半期純利益 603

減価償却費 209

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △744

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27

受取利息及び受取配当金 △21

支払利息 21

ゴルフ会員権評価損 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,857

仕入債務の増減額（△は減少） 899

その他 △383

小計 1,078

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △846

営業活動によるキャッシュ・フロー 233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △63

無形固定資産の取得による支出 △10

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △68

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） 118

長期借入金の返済による支出 △248

配当金の支払額 △218

財務活動によるキャッシュ・フロー △348

現金及び現金同等物に係る換算差額 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156

現金及び現金同等物の期首残高 10,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,443
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注記事項

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕
当社グループ（当社及び連結子会社）は、製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性から判断し

て、同種・同系列の医用電子装置を販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しており
ません。

〔所在地別セグメント情報〕
     当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月１日 至平成20年6月30日）

日本
(百万円)

西ヨーロッパ
(百万円)

東アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
7,643 2,863 1,078 11,584 ― 11,584

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
2,101 ― 525 2,627 △2,627 ―

計 9,744 2,863 1,603 14,211 △2,627 11,584

営業利益 293 127 83 504 △83 421

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
　   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　  (1) 西ヨーロッパ……ドイツ、スイス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア
　  (2) 東アジア…………中国、韓国、台湾

      〔海外売上高〕

     当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月１日 至平成20年6月30日）

西ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,325 1,993 1,200 6,519

Ⅱ 連結売上高(百万円) 11,584

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
28.7 17.2 10.4 56.3

（注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

     ２ 各区分に属する主な国又は地域
　 (1) 西ヨーロッパ……フランス、ドイツ

　   (2) アジア……韓国、インド、中国

　 (3) その他の地域……アメリカ

　  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年4月10日付で、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を実施いたしました。
　この結果、当第1四半期連結会計期間において、資本剰余金が1,543百万円及び自己株式が1,543百万円減
少し、当第1四半期連結会計期末において、資本剰余金が6,095百万円及び自己株式が△767百万円となって
おります。
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「参考資料」

前第1四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

前第1四半期連結累計期間

（自平成19年4月1日 至平成19年6月30日）

金額

Ⅰ売上高 11,172

Ⅱ売上原価 6,283

　 売上総利益 4,889

Ⅲ販売費及び一般管理費 4,295

　営業利益 594

Ⅳ営業外収益 128

　受取利息及び配当金 21

　為替差益 78

　その他 28

Ⅴ営業外費用 52

　支払利息 37

　その他 15

　経常利益 670

Ⅵ特別利益 46

　貸倒引当金戻入益 26

　投資有価証券売却益 10

　その他 9

Ⅶ特別損失 2

　固定資産除却損 2

　税金等調整前四半期純利益 715

　税金費用 388

　少数株主利益 △4

　四半期純利益 331
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（2）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当社グループ（当社及び連結子会社）は、製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性から判断して、

同種・同系列の医用電子装置を販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

前第1四半期連結累計期間（自平成19年4月１日 至平成19年6月30日）

日本
(百万円)

西ヨーロッパ
(百万円)

東アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
7,556 2,913 702 11,172 ― 11,172

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
2,182 ― 703 2,885 △2,885 ―

計 9,738 2,913 1,405 14,058 △2,885 11,172

営業費用 9,205 2,830 1,325 13,361 △2,783 10,578

営業利益 553 83 80 696 △102 594

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　 (1) 西ヨーロッパ……ドイツ、スイス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア

　 (2) 東アジア…………中国、韓国、台湾

　

〔海外売上高〕

前第1四半期連結累計期間（自平成19年4月１日 至平成19年6月30日）

西ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,368 2,381 1,427 7,177

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 11,172

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
30.1 21.3 12.8 64.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　  ２ 各区分に属する主な国又は地域

　 (1) 西ヨーロッパ……フランス、ドイツ

   (2) アジア……韓国、インド、中国

　 (3) その他の地域……アメリカ

　  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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