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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,248 ― 608 ― 612 ― 358 ―

20年3月期第2四半期 3,124 18.8 536 0.9 536 1.6 290 △4.9

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2四半期 12,283.06 ―

20年3月期第2四半期 9,932.62 ―

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 8,602 6,472 75.2 221,653.56
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2四半期  6,472百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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・財務諸表等】 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・財務諸表等】 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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 29,200株 20年3月期第2四半期 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。  
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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２四半期累計期間における我が国の経済は、米国景気の後退による世界経済の同時減速の波に飲み込まれ、好

調な世界経済を背景とした輸出増加により成長を続けてきた日本企業は、輸出の鈍化に伴う企業収益の悪化により設

備投資に陰りが見え始め、日用品の相次ぐ値上げ等による生活防衛意識の高まりから、消費者心理の冷え込みも加速

しており、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、政府主導の医療費抑制政策が継続している事により、販売ターゲットとする医療機

関を取り巻く環境が益々厳しくなる中、医療機関が効率化を推進する中で予算の緊縮化が進んでいる事、更には施設

数の減少が進んでいる事を背景に、メーカー間の価格競争が一段と厳しさを増してまいりました。 

 このような厳しい環境の中、当社では事業計画に基づき、現有の経営資源の最適な配分を行い、国内外における営

業活動の強化、製品納入後のアフターサービスの充実、なお一層の経営合理化を追求しコストの削減に努めてまいり

ました。 

 国内での営業活動におきましては、全国の支店・営業所・出張所に営業人員を適切に配置し、「採血管準備装

置」、「検体検査装置」、「検査システム」、「電子カルテ」の各製品群の新規納入案件の獲得並びに更新需要の捕

捉に注力してまいりました。 

 国外での営業活動におきましては、国外の展示会への出展や各地域での販売基盤の強化を推進し、体制強化に努め

てまいりました。 

 また、各営業拠点における製品納入後の顧客へのフォローアップ体制の強化を通じて顧客満足度の向上に取り組ん

でまいりました。 

 以上の結果、第２四半期累計期間の売上高は3,248,651千円（前年同期比4.0％増加）となりました。売上総利益に

つきましては、平成21年１月１日以降の出生児に適用される「産科医療補償制度」に伴い、「産婦人科」を販売ター

ゲットとした血液ガス分析装置の営業活動において、同業他社との価格競争が激化している事等、当社を取り巻く市

場環境が厳しさを増す中で、主力製品である採血管準備装置の高採算な国内「大規模病院」向けの案件並びに国内外

での新規案件等が牽引し1,601,051千円（前年同期比6.7％増加）となりました。 

 収益面におきましては、経営環境が一段と厳しさを増す中で、必要経費の選択と集中を徹底してまいりました。よ

り一層の経営合理化を推進する中で、経費支出に際して厳正な管理を行う一方、研究開発体制の強化と、企業スケー

ルの拡大に伴う営業部門並びに技術サービス部門を中心とした人員増強による体制の強化が、今後も成長を続ける上

で必要不可欠であることから、研究開発費を264,479千円（前年同期比4.5％増加）、人件費を438,313千円（前年同

期比15.5％増加）計上しましたが、その他経費の厳正管理により、販売費及び一般管理費が992,666千円（前年同期

比2.9％増加）となったこと及び売上高の伸長と売上総利益の改善により、営業利益は608,385千円（前年同期比

13.4％増加）、経常利益は612,076千円（前年同期比14.0％）、四半期純利益は358,665千円（前年同期比23.7％増

加）となりました。 

  

装置別の販売状況は以下のとおりであります。 

①採血管準備装置 

 当第２四半期累計期間における採血管準備装置の売上高は1,484,776千円（前年同期比3.1％増加）となりまし

た。 

 国内での営業活動におきましては、多様な医療施設の規模に柔軟に対応することを実現した最新機種「BC・ROBO

‐888」を中心に、充実した製品ラインアップの基で、「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。 

 国外での営業活動におきましては、国外の展示会への出展を通じて「採血管準備装置」の認知度向上並びに導入

後の採血業務の効率化をアピールし、販売地域の拡大と販売基盤の強化を推進した結果、順調に売上高を伸ばして

まいりました。 

  

②検体検査装置 

 当第２四半期累計期間における検体検査装置の売上高は236,057千円（前年同期比2.8％減少）となりました。 

 国内での営業活動におきましては、平成21年１月１日以降の出生児に適用される「産科医療補償制度」に伴い、

「産婦人科」を販売ターゲットとした血液ガス分析装置のメーカー間の価格競争が激化しております。価格競争が

販売単価の下押し要因となっているものの、装置納入後の消耗品売上等を見込んでおり、長期的な視点に立ち、全

国の支店・営業所・出張所において、それぞれの管轄エリアにおける営業活動を強化してまいりました。 

 国外での営業活動におきましては、当社製品の性能の高さを全面に推し出した積極的な営業活動を展開し、販売

基盤の強化を継続して推進してまいりました。 

  



③消耗品等 

 当第２四半期累計期間における消耗品等の売上高は1,390,132千円（前年同期比9.7％増加）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、アフターサービスの充実を通じて顧客基盤を強化することが、装置

の更新需要を確実に取り込む上でも、重要な要素であると認識しており、更なる顧客満足度の向上に努めてまいり

ました。 

 国外での営業活動におきましては、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２四半期累計期間におけるその他セグメントの売上高は137,685千円（前年同期比20.6％減少）となりまし

た。 

 検査システム・電子カルテにおきましては、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。予定していた検査システム案件の一部で、完成ずれが生じた事が売上高の下押し要因となりました。 

  

  

※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。従いまして、当第２四半期累計期間の

損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なることから、前年同期比較に関する情報は参考として記

載しております。 

  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の総資産の残高は8,602,699千円となり、前事業年度末比55,388千円減少しました。これ

は主に、経常的な仕入債務の支払や法人税等の納付、本社第４ビル建設用地の取得等により現金及び預金が407,988

千円減少、当第２四半期において採血管準備装置を中心とした大型案件の売上が計上された事に伴い売上債権が

156,540千円増加、検体検査装置を中心に製品在庫の販売が進んだ一方で、国内外で今後販売拡大が見込まれる採血

管準備装置の最新機種「BC・ROBO‐888」のロット生産を行った事により製品が72,638千円増加した事によるもので

あります。 

 当第２四半期会計期間末の負債の残高は2,130,415千円となり、前事業年度末比168,773千円減少しました。これは

主に、仕入債務が88,121千円減少した事、法人税等の納付により未払法人税等が38,420千円減少した事、借入金が

39,000千円減少した事によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産の残高は6,472,283千円となり、前事業年度末比113,385千円増加しました。これ

は利益剰余金の増加113,385千円によるものであります。なお、自己資本比率は75.2％となり、前事業年度末比1.7ポ

イント上昇しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は2,315,614千円とな

り、前事業年度末比470,804千円の減少となりました。 

 営業活動の結果76,744千円の資金増加となりました。これは主に、税引前四半期純利益612,076千円を計上した一

方で、採血管準備装置を中心とした大型案件の売上が計上されたことに伴う売上債権の増加額156,540千円、仕入債

務の減少額88,121千円、法人税等の支払額289,378千円があった事によるものであります。 

 投資活動の結果264,899千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62,815千円があった事によるものであります。 

 財務活動の結果282,648千円の資金減少となりました。これは、配当金の支払額243,648千円及び長期借入金の返済

による支出39,000千円があった事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２四半期累計期間の当社の業績は、売上高が期初予想をやや下回る水準で推移しました。「採血管準備装置」

の大規模病院向け更新案件で期ずれが生じた事、「血液ガス分析装置」の産婦人科向け販売で同業他社との価格競争

が激化している市場状況を背景に販売単価の引き下げが相次いだ事、「検査システム」の納入予定案件で完成ずれが

生じた事等が、期初予想に対しての売上高の主な下押し要因となりました。一方、利益面に関しましては、採血管準

備装置の「大規模病院」向け案件の拡大と国内外における新規案件が寄与したこと等から、期初予想と同水準での着



地となりました。  

 当第２四半期累計期間の売上高の、主な下押し要因となった「採血管準備装置」の大規模病院向け更新案件の期ず

れ並びに「検査システム」の納入予定案件の完成ずれにつきましては、第２四半期以降に順次解消が見込まれる事、

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売上拡大を見込んでおり、現時点

で平成20年５月13日の決算短信で発表しました平成21年３月期の通期業績予想に変更はありません。 

  

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 

１．簡便な会計処理 

・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。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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、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。  

この変更による当第２四半期累計期間の損益への影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 3,545,555 3,953,543

受取手形 523,500 549,962

売掛金 2,598,447 2,415,445

製品 458,552 385,914

原材料 24,161 29,552

仕掛品 23,464 58,550

前払費用 3,901 4,042

繰延税金資産 58,508 64,638

その他 847 26,276

流動資産合計 7,236,939 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 △281,046 △270,119

建物（純額） 341,043 351,970

構築物 3,742 3,742

減価償却累計額 △2,207 △2,101

構築物（純額） 1,535 1,640

工具、器具及び備品 29,094 29,094

減価償却累計額 △26,226 △25,769

工具、器具及び備品（純額） 2,867 3,325

土地 787,326 588,901

有形固定資産合計 1,132,773 945,837

無形固定資産   

商標権 1,966 －

ソフトウエア 2,782 3,351

電話加入権 1,177 1,177

無形固定資産合計 5,926 4,529

投資その他の資産   

出資金 7,510 7,510

繰延税金資産 116,886 112,365

保険積立金 73,125 72,038

差入保証金 29,538 27,880

投資その他の資産合計 227,060 219,793

固定資産合計 1,365,760 1,170,161

資産合計 8,602,699 8,658,087



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,137,028 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 66,500 76,700

未払金 59,359 43,529

未払法人税等 257,627 296,047

未払消費税等 7,431 19,317

未払費用 42,510 39,314

預り金 6,003 6,230

賞与引当金 85,000 85,000

その他 3,255 25,124

流動負債合計 1,764,717 1,916,414

固定負債   

長期借入金 73,600 102,400

役員退職慰労引当金 157,205 145,205

製品保証引当金 126,325 126,643

受入保証金 8,568 8,525

固定負債合計 365,698 382,774

負債合計 2,130,415 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 4,434,557 4,321,172

株主資本合計 6,472,283 6,358,898

純資産合計 6,472,283 6,358,898

負債純資産合計 8,602,699 8,658,087



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,248,651

売上原価 1,647,599

売上総利益 1,601,051

販売費及び一般管理費 992,666

営業利益 608,385

営業外収益  

受取利息 5,647

その他 111

営業外収益合計 5,759

営業外費用  

支払利息 2,068

営業外費用合計 2,068

経常利益 612,076

税引前四半期純利益 612,076

法人税、住民税及び事業税 251,801

法人税等調整額 1,609

法人税等合計 253,410

四半期純利益 358,665



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,032,867

売上原価 994,778

売上総利益 1,038,089

販売費及び一般管理費 472,497

営業利益 565,591

営業外収益  

受取利息 2,768

その他 55

営業外収益合計 2,824

営業外費用  

支払利息 983

営業外費用合計 983

経常利益 567,432

税引前四半期純利益 567,432

法人税、住民税及び事業税 238,000

法人税等調整額 △5,583

法人税等合計 232,417

四半期純利益 335,015



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 612,076

減価償却費 12,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,000

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） △318

受取利息及び受取配当金 △5,647

支払利息 2,068

売上債権の増減額（△は増加） △156,540

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,161

仕入債務の増減額（△は減少） △88,121

その他の資産の増減額（△は増加） 24,483

その他の負債の増減額（△は減少） 6,111

小計 362,542

利息及び配当金の受取額 5,647

利息の支払額 △2,068

法人税等の支払額 △289,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,744

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 △62,815

有形固定資産の取得による支出 △198,425

無形固定資産の取得による支出 △2,000

差入保証金の差入による支出 △2,027

差入保証金の回収による収入 369

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,899

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 △39,000

配当金の支払額 △243,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △470,804

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 2,315,614



 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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   3,124,536 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,623,567 52.0 

売上総利益   1,500,968 48.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   964,459 30.8 

営業利益   536,509 17.2 

Ⅳ 営業外収益   3,369 0.1 

Ⅴ 営業外費用   2,971 0.1 

経常利益   536,906 17.2 

税引前中間純利益   536,906 17.2 

法人税、住民税及び事業
税 244,385     

法人税等調整額 2,489 246,874 7.9 

中間純利益   290,032 9.3 

       



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 536,906 

減価償却費  13,293 

賞与引当金の減少額  △13,500 

製品保証等引当金の減少額  △169 

役員退職慰労引当金の増加額  4,805 

受取利息及び受取配当金  △3,205 

支払利息 2,971 

売上債権の増加額 △52,140 

たな卸資産の増加額 △206,243 

仕入債務の増加額 24,885 

その他資産の減少額 6,151 

その他負債の減少額  7,140 

小計 320,897 

利息及び配当金の受取額  3,205 

利息の支払額 △2,971 

法人税等の支払額  △270,372 

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,758 

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  △60,677 

定期預金の払戻による収入 5,000 

差入保証金の差入による支出  △4,649 

差入保証金の返還による収入 1,951 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,375 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出  △50,000 

長期借入金の返済による支出 △39,000 

配当金の支払額  △214,541 

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,541 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △311,158 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,775,744 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,464,586 

   



６．その他の情報 

(1）生産実績 

 当第２四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。 

 （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２四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。 

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

品目別 
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

採血管準備装置（千円） 1,734,171 

検体検査装置（千円） 170,258 

消耗品等（千円） 1,311,800 

その他（千円） 136,441 

合計（千円） 3,352,672 

品目別 
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

採血管準備装置（千円） 1,484,776 

検体検査装置（千円） 236,057 

消耗品等（千円） 1,390,132 

その他（千円） 137,685 

合計（千円） 3,248,651 
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