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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 11,103 ― 334 ― 232 ― 74 ―

20年3月期第1四半期 10,393 0.5 △51 ― △132 ― △89 ―

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 1.72 ―

20年3月期第1四半期 △2.07 ―

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 42,909 23,253 54.1 537.05
20年3月期 42,807 23,040 53.8 532.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,231百万円 20年3月期  23,016百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

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 22,300 ― 810 ― 510 ― 420 ― 9.71
通期 45,900 5.4 1,800 77.4 1,300 686.3 1,100 8.3 25.43

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  有  

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

(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、４ページ【定性的情報・財務情報等】 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．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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。  

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  43,844,932株 20年3月期  43,844,932株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  587,825株 20年3月期  580,809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  43,259,963株 20年3月期第1四半期  43,280,944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１四半期連結会計期間においては、国内で今年４月に診療報酬の改定により薬価の引き下げが実施

されるなど、国家的な課題としての医療費の抑制が進められる中、経営環境はますます厳しいものとなっ

ております。

　このような環境下において、当社グループでは「医療の安全」「医療の効率化」「再生医療」の３つをキ

ーワードとして、製品の開発・生産・販売を進めております。輸液輸血群では、医療の安全性向上に資す

る「プラネクタ」関連製品を、透析群では透析医療の安全と効率化に貢献する血液透析装置を、循環器群

では膜型人工肺、心肺回路などの自社開発製品を中心に事業を展開し、付加価値の増大に努めております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、111億397万円（前年同期比6.8%増）となりました。

　利益につきましては、増収による利益改善に加えて前連結会計年度に発生した一時的な販売管理費も解

消したため、経常利益は2億3,209万円となり、また、新会計基準の適用に伴う、たな卸資産評価損を計上

した結果、四半期純利益は7,458万円となりました。

システム部門別の業績は次のとおりであります。

(1) 輸液輸血群

国内においては、感染・医療事故防止への関心が一層高まる中、「プラネクタ」関連製品や誤接続防止

機能を備えた経口・経腸栄養システム製品の販売が順調に増加したほか、輸液ポンプの販売も伸びまし

た。一方、海外においては、北米向け成分献血用回路やアジア及び欧州向けの血液バッグの販売が好調

に推移しました。その結果、売上高は50億7,494万円（前年同期比9.3%増）となりました。

(2) 一般用品群

国内において、検診用などの手袋の販売が引き続き好調に推移する一方で、価格競争の激化する不織

布関連製品の販売が減少し、売上高は11億753万円（前年同期比4.5%減）となりました。

(3) 透析群

国内においては、自主回収の影響によりプレフィルド・シリンジの販売が減少したものの、血液透析

装置及びその関連製品の販売が大きく伸びました。海外においては、北米の大手透析施設グループ向け

ＡＶＦ針の販売が大幅に増加しました。その結果、売上高は36億3,787万円（前年同期比9.5%増）となり

ました。

(4) 循環器群

国内において、人工肺の販売が減少しましたが、心肺回路関連製品の販売が堅調に推移し補いました。

その結果、売上高は9億6,749万円（前年同期比1.9%増）となりました。

(5) その他

上記の他、その他の売上高は3億1,612万円（前年同期比0.2%減）となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

■流動資産

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,074万円減少の256

億2,409万円となりました。この主な要因は、借入金返済による現預金の減少であります。

■固定資産

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1億5,225万円増加の

172億8,509万円となりました。この主な要因は、有形固定資産及び時価評価による投資有価証券の増加で

あります。

■流動負債

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7,168万円減少の154

億7,202万円となりました。この主な要因は、短期借入金の減少であります。

■固定負債

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3,983万円減少の41億

8,395万円となりました。この主な要因は、１年内への振替による長期借入金の減少であります。

■純資産

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2億1,303万円増加の232

億5,320万円となりました。この主な要因は、投資有価証券の時価評価差額及び円安基調による為替換算調

整勘定の増加であります。

　なお、自己資本比率は0.3ポイント上昇し、54.1%となり、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に

比べ5円04銭増加の537円05銭となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想（平成20年５月13日発表）の変更はしておりません。

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

① 簡便な会計処理

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

  税金費用の計算

　一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(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

① 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。

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１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、商品・製品は低価法から、原材料・仕

掛品・貯蔵品は原価法から、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。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益がそれぞれ12,651千円増加し、

税金等調整前四半期純利益が、59,604千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

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１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行なっております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が8,380千円、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益がそれぞれ7,487千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

④ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期

に適用し、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

会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。

　この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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：千円）

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 3,079,522 3,818,588

受取手形及び売掛金 12,585,214 12,712,892

有価証券 52,274 52,223

商品及び製品 4,585,136 4,683,241

仕掛品 1,913,338 1,429,418

原材料及び貯蔵品 2,506,190 2,383,781

その他 915,936 608,819

貸倒引当金 △13,515 △14,121

流動資産合計 25,624,097 25,674,843

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,418,407 4,391,958

その他（純額） 8,904,687 8,869,626

有形固定資産合計 13,323,095 13,261,585

無形固定資産

のれん 58,305 84,723

その他 822,198 832,708

無形固定資産合計 880,503 917,432

投資その他の資産

投資有価証券 1,890,587 1,803,686

その他 1,232,361 1,191,624

貸倒引当金 △41,453 △41,493

投資その他の資産合計 3,081,494 2,953,817

固定資産合計 17,285,094 17,132,834

資産合計 42,909,191 42,807,677
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（単位：千円）

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 7,103,396 6,697,965

短期借入金 3,362,090 3,921,210

1年内返済予定の長期借入金 1,226,498 1,276,162

未払法人税等 328,275 296,519

製品保証引当金 11,073 12,666

賞与引当金 420,497 726,293

その他 3,020,198 2,612,897

流動負債合計 15,472,029 15,543,713

固定負債

長期借入金 3,016,080 3,146,570

退職給付引当金 271,347 242,860

役員退職慰労引当金 142,418 141,435

その他 754,109 692,927

固定負債合計 4,183,955 4,223,793

負債合計 19,655,985 19,767,507

純資産の部

株主資本

資本金 6,522,219 6,522,219

資本剰余金 9,473,884 9,473,884

利益剰余金 7,969,642 7,978,992

自己株式 △235,848 △234,019

株主資本合計 23,729,898 23,741,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 223,483 143,705

為替換算調整勘定 △722,255 △867,831

評価・換算差額等合計 △498,772 △724,125

少数株主持分 22,080 23,218

純資産合計 23,253,206 23,040,170

負債純資産合計 42,909,191 42,807,677
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 11,103,978

売上原価 7,876,230

売上総利益 3,227,747

販売費及び一般管理費 2,893,148

営業利益 334,599

営業外収益

受取利息 11,224

受取配当金 12,886

その他 24,567

営業外収益合計 48,678

営業外費用

支払利息 33,980

持分法による投資損失 30,680

為替差損 60,533

その他 25,984

営業外費用合計 151,179

経常利益 232,098

特別利益

固定資産売却益 367

貸倒引当金戻入額 390

特別利益合計 758

特別損失

固定資産廃棄損 6,593

たな卸資産評価損 72,255

特別損失合計 78,848

税金等調整前四半期純利益 154,007

法人税、住民税及び事業税 83,403

法人税等調整額 △2,639

法人税等合計 80,764

少数株主損失（△） △1,342

四半期純利益 74,585
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

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 154,007

減価償却費 526,608

貸倒引当金の増減額（△は減少） △390

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,971

受取利息及び受取配当金 △24,110

支払利息 33,980

手形売却損 206

為替差損益（△は益） 47,589

持分法による投資損益（△は益） 30,680

固定資産売却損益（△は益） △367

固定資産廃棄損 6,593

売上債権の増減額（△は増加） 190,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △442,748

仕入債務の増減額（△は減少） 373,702

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,454

その他の流動資産の増減額（△は増加） △297,493

その他の流動負債の増減額（△は減少） 172,644

その他 47,039

小計 874,620

利息及び配当金の受取額 23,623

利息の支払額 △25,899

法人税等の支払額 △167,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 704,949

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 △1,213

有形固定資産の取得による支出 △600,219

有形固定資産の売却による収入 809

無形固定資産の取得による支出 △47,922

投資有価証券の取得による支出 △599

その他 5,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △643,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,250,000

短期借入金の返済による支出 △3,810,000

長期借入金の返済による支出 △181,850

自己株式の取得による支出 △1,829

配当金の支払額 △76,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △819,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △730,596

現金及び現金同等物の期首残高 3,760,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,029,519
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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】

当社及び連結子会社は、基本的に医療機器・医薬品の製造・販売を行っており、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)において、この部門での売上高及び営業利益の金額が、すべ

ての部門の売上高及び営業利益の金額の90％を超えているため記載を省略しております。

【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

(千円)

アジア

(千円)

ヨーロッパ

(千円)

その他の

地域

(千円)

計

(千円)

消去

又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

7,430,417 2,063,720 952,103 657,736 11,103,978 ― 11,103,978

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,196,629 1,732,846 1,799 1,775 2,933,050 (2,933,050) ―

計 8,627,046 3,796,566 953,903 659,511 14,037,028 (2,933,050) 11,103,978

営業利益又は営業損失(△) 38,453 154,153 173,526 27,850 393,983 (59,384) 334,599

(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) アジア ………中国、韓国、シンガポール、インドネシア

(2) ヨーロッパ ………ドイツ

(3) その他の地域………アメリカ

３ 会計処理方法の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「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」に記載のとおり、棚卸資産の

評価方法を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、「日本」の営業利益が12,651千円増加し

ております。

(2)連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「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」に記載のとおり、連結決算上

必要な調整を行っていることにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、「アジア」の営業利益が8,640千円

減少し、「ヨーロッパ」の営業利益が259千円増加しております。
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【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)

北米 ヨーロッパ アジア・大洋州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,226,760 931,577 1,183,350 544,348 3,886,036

Ⅱ 連結売上高(千円) 11,103,978

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

11.0 8.4 10.7 4.9 35.0

(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) 北米 ………アメリカ、カナダ等

(2) ヨーロッパ ………ドイツ、フランス等

(3) アジア・大洋州………中国、オーストラリア等

(4) その他の地域 ………ブラジル、アルゼンチン等

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

　該当事項はありません。
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「参考」

前四半期に係る連結財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

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（千円）

Ⅰ 売上高 10,393,432

Ⅱ 売上原価 7,453,527

　 売上総利益 2,939,905

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,991,665

　 営業利益 △51,760

Ⅳ 営業外収益 90,593

Ⅴ 営業外費用 171,528

　 経常利益 △132,695

Ⅵ 特別利益 68,333

Ⅶ 特別損失 5,678

　 税金等調整前

　 四半期純利益
△70,040

　 法人税等 19,161

　 少数株主利益 573

　 四半期純利益 △89,776

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025,952

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △479,582

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △739,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 47,397

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △145,391

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,928,514

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
2,783,123

（3）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）

（単位：千円）

日本 アジア ヨーロッパ
その他の

地域
計

消去又は

全社
連結

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
6,895,791 1,940,490 889,676 667,474 10,393,432 ― 10,393,432

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
998,824 1,485,956 157 3,967 2,488,905 (2,488,905) ―

計 7,894,615 3,426,446 889,833 671,442 12,882,338 (2,488,905) 10,393,432

営業費用 8,214,555 3,277,285 742,378 634,998 12,869,217 (2,424,024) 10,445,193

営業利益又は

営業損失(△)
△319,939 149,160 147,455 36,444 13,120 (64,881) △51,760
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