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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 53,518 ― 1,666 ― 1,453 ― 929 ―

20年3月期第2四半期 49,209 △14.4 453 △76.4 132 △90.6 △732 ―

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2四半期 23.70 ―

20年3月期第2四半期 △18.65 ―

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2四半期 105,166 65,265 60.8 1,631.20
20年3月期 111,364 65,165 57.2 1,622.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  63,985百万円 20年3月期  63,677百万円

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  有  

21年３月期（予想）の配当金は、期末が４円50銭以上、年間が９円00銭以上です。  

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
21年3月期 ― 4.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.50 9.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

平成20年４月25日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。  

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 115,000 4.2 3,500 5.8 2,500 3.6 1,800 ― 45.87

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、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。]  

(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 
・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。 
・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、業況の変化等によ
り、上記数値と異なる場合があります。 
・業績予想の前提となる条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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2四半期  39,540,000株 20年3月期  39,540,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  313,961株 20年3月期  297,002株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  39,233,981株 20年3月期第2四半期  39,257,573株
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当第２四半期連結累計期間の状況は、売上高535億１千８百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益16億

６千６百万円（前年同期比267.5％増）、経常利益14億５千３百万円（前年同期比997.4％増）、四半期純

利益９億２千９百万円となりました。 

  

(1) 事業別売上高の概況 

医療機器事業は、新製品1.2ＴオープンＭＲＩ装置 OASIS が北米で順調に販売を開始し、高磁場ＭＲイ

メージング装置 ECHELON Vega、診断用超音波装置及びサービスなどが前年同期を上回ったことから、前

年同期比38億８千７百万円増（8.8％増）の482億３千９百万円となりました。 

 医療情報システム事業は、健診システム、調剤システムなどが前年同期を上回ったことから、前年同期

比４億２千万円増（8.7％増）の52億７千９百万円となりました。 

  

(2) 国内・海外売上高の概況 

国内売上高は、ＭＲイメージング装置、医療情報システム事業及びサービスが伸びたことから、前年同

期比22億３百万円増（7.6％増）の312億４千１百万円となりました。 

海外売上高は、北米市場でＭＲイメージング装置のサービスが伸び悩んだことから3.2％減、欧州市場

やアジア市場他でＭＲイメージング装置や診断用超音波装置が伸びたことから、欧州市場で18.4％増、ア

ジア市場他で26.8％増となりました。この結果、全体では前年同期比21億５百万円増（10.4％増）の222

億７千７百万円となりました。 

  

(3) 営業利益、経常利益、四半期純利益 

営業利益、経常利益及び四半期純利益は、上記の増収効果により前年同期に比べ大幅な増益となりまし

た。 

  

なお、前年増減率は参考として記載しております。 

  

当第２四半期末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて61億９千７百万円減少し、1,051億

６千６百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の64億１千２百万円減少、現金及び預金の16億

６百万円減少、棚卸資産の17億１千３百万円増加などによるものです。 

  

負債は、前連結会計年度末と比べて62億９千７百万円減少し、399億円となりました。これは支払手形

及び買掛金の31億９千９百万円減少、流動負債その他の18億４千９百万円減少などによるものです。 

  

純資産は、前連結会計年度末と比べて１億円増加し、652億６千５百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金の７億５千２百万円増加、その他有価証券評価差額金の６億１千９百万円減少などによる

ものです。 

  

  

当第２四半期は、前年同期と比較して、売上高、利益共に上回りましたが、当第３四半期以降、為替の

円高影響など経営環境の不透明さに鑑み、前回発表の通期業績予想に変更はありません。 

  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

1.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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

  

2.税金費用の計算 

当第２四半期連結累計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 但し、見積実効税率を使用できない会社については、法定実効税率を使用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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)を第１四半期連結会計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）を第１四半期連結会計期間から適用し、従来は個別法または移動平均法に基づく低価法を採用して

おりましたが、第１四半期連結会計期間から個別法または移動平均法に基づく原価法（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。 

 また、従来、営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を売上原価に計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が88百万円、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益が135百万円それぞれ増加しております。 

  

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

正を行っております。 

 この結果、従来の方式によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 5,302 6,908 

受取手形及び売掛金 27,508 33,920 

有価証券 546 545 

商品及び製品 11,923 15,378 

仕掛品 8,521 7,684 

原材料及び貯蔵品 5,615 1,284 

預け金 14,300 13,759 

その他 5,539 5,343 

貸倒引当金 △498 △528 

流動資産合計 78,759 84,295 

固定資産 

有形固定資産 16,156 16,435 

無形固定資産 4,605 3,925 

投資その他の資産 5,644 6,707 

固定資産合計 26,406 27,068 

資産合計 105,166 111,364 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 17,490 20,689 

未払法人税等 378 462 

製品保証引当金 1,559 1,751 

その他 9,719 11,568 

流動負債合計 29,147 34,472 

固定負債 

退職給付引当金 8,592 9,307 

役員退職慰労引当金 377 469 

その他 1,783 1,949 

固定負債合計 10,753 11,726 

負債合計 39,900 46,198 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,884 13,884 

資本剰余金 21,206 21,206 

利益剰余金 32,405 31,652 

自己株式 △407 △394 

株主資本合計 67,087 66,348 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △290 328 

土地再評価差額金 △3,053 △3,053 

為替換算調整勘定 242 53 

評価・換算差額等合計 △3,102 △2,671 

少数株主持分 1,280 1,488 

純資産合計 65,265 65,165 

負債純資産合計 105,166 111,364 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 53,518 

売上原価 33,959 

売上総利益 19,559 

販売費及び一般管理費 17,893 

営業利益 1,666 

営業外収益 

受取利息 84 

受取配当金 30 

その他 132 

営業外収益合計 248 

営業外費用 

固定資産処分損 29 

為替差損 398 

その他 33 

営業外費用合計 460 

経常利益 1,453 

特別利益 － 

特別損失 

投資有価証券評価損 141 

特別損失合計 141 

税金等調整前四半期純利益 1,312 

法人税等 258 

少数株主利益 123 

四半期純利益 929 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

                        （単位：百万円） 

「参考資料」

前中間連結会計期間

（自 平成19年4月 1日

  至 平成19年9月30日）

区分 金額 百分比

％ 

Ⅰ 売上高 49,209 100.0

Ⅱ 売上原価 30,387 61.8

売上総利益 18,822 38.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,368 37.3

営業利益 453 0.9

Ⅳ 営業外収益

1. 受取利息 129

2. 受取配当金 31

3. 雑収益 85

営業外収益合計 247 0.5

Ⅴ 営業外費用

1. 支払利息 19

2. たな卸資産処分損 340

3. 固定資産処分損 58

4. 為替差損 120

5. 雑損失 30

営業外費用合計 568 1.1

経常利益 132 0.3

税金等調整前中間純利益 132 0.3

法人税、住民税及び事業税 820 1.7

法人税等調整額 △ 204 △ 0.4

少数株主利益 248 0.5

中間純損失（△） △ 732 △ 1.5
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