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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 14,262 ― 87 ― 120 ― 71 ―

20年3月期第2四半期 13,441 △3.6 △155 ― △146 ― △93 ―

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 11.89 ―

20年3月期第2四半期 △15.53 ―

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 15,504 4,148 26.8 691.90
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2四半期  4,148百万円 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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 29,200 4.5 256 ― 203 ― 106 171.6 17.68

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2四半期  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2四半期  4,740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2四半期  5,995,907株 20年3月期第2四半期  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．通期の業績予想に関する事項につきましては、平成20年10月24日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．本資料に記載されている業績見通し等に関する記述は、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油

及び資源の高騰が実体経済に影響を与えて、世界経済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一

層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、原材料・資材の上昇要因もコスト面に加わり、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の当第２四半期累計期間の業績は、売上高142億62百万円（前年同期比6.1％増）、営業利

益87百万円（前年同期は営業損失１億55百万円）、経常利益１億20百万円（前年同期は経常損失１億46百万円）、四

半期純利益71百万円（前年同期は中間純損失93百万円）となりました。 

 メディカル部門の売上高は、医療機関の厳しい環境の影響を受けて衛生材料は減少しましたが、重点販売製品を中

心とした製品の積極的な販売を行った結果、医療用品及び介護用品は増加いたしました。また、ドラッグストアや専

門店への販売も順調に推移し、育児・トイレタリー用品は増加いたしました。また、貿易部では、前期に引き続き、

中近東を中心に幅広い市場に対して積極的に販売活動を行った結果、前年同期比5.9％増加いたしました。これらの

結果、メディカル部門全体の売上高は前年同期比5.3％増加いたしました。 

 一方、テキスタイル部門では、素材販売及びベビー用衣料の販売が好調に推移したことにより、前年同期比4.2％

増加いたしました。 

 なお、前中間期より、期間内の売上高に対しての割戻見込額を「売上割戻引当金」として処理することとしたた

め、前期に限り１ヶ月分多い割戻額1億16百万円が売上高及び売上純利益から控除されました。部門別の概要につき

ましては、前期実績より当引当金の影響額を省いて分析しております。 

 経費面では、販売費及び一般管理費は、売上増加に伴って運賃関連経費は増加しましたが、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0.9％減少いたしました。 

 また、営業外収益で、当第２四半期末にデリバティブ評価益（為替予約評価益）が52百万円発生いたしました。 

 なお、当年度が四半期短信制度初年度であり、比較・分析に用いた前年同期数値は、会計基準が異なりますが、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 

（資産） 

 当第２四半期末の総資産は155億４百万円で、前期末に対して２億41百万円減少いたしました。 

 流動資産は、90億64百万円で前期末に対して１億90百万円減少いたしました。「現金及び預金」が２億33百万円減

少、「受取手形」・「売掛金」が１億34百万円増加、「たな卸資産」が59百万円減少、「前払費用」が23百万円増

加、「短期貸付金」が50百万円減少したことが主な要因です。 

 固定資産は、64億39百万円で前期末に対して50百万円減少いたしました。有形固定資産が、「建物」・「構築物」

及び「機械及び装置」が１億３百万円減少、土地が遊休地（旧神戸営業所）の売却により35百万円減少、当事業年度

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「有形リース資産」が1億12百万円増加、無

形固定資産では、「のれん」が償却により11百万円減少、投資その他の資産では、「投資有価証券」が44百万円減

少、「長期貸付金」が25百万円増加したことが主な要因です。 

（負債） 

 当第２四半期末の負債合計は、113億56百万円で前期末に対して2億42百万円減少いたしました。 

 流動負債は、80億83百万円で前期末に対して14億９百万円減少いたしました。「支払手形」・「買掛金」が１億64

百万円減少、「短期借入金」・「１年以内返済予定長期借入金」及び「１年以内償還予定の社債」が12億48百万円減

少したことが主な要因です。 

 固定負債は、32億73百万円で前期末に対して11億66百万円増加いたしました。「社債」・「長期借入金」が11億51

百万円増加、「退職給付引当金」が28百万円減少、「長期為替予約」が50百万円減少、「長期リース債務」が95百万

円増加したことが主な要因です。 

（純資産） 

 当第２四半期末の純資産は、総額41億48百万円で前期末とほとんど変動はなく、「繰越利益剰余金」が29百万円増

加、「その他有価証券評価差額金」が28百万円減少いたしました。 



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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２億47百万減少し６億92

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、１億12百万円となりました。これは、税引前四半期純利益が93百万円、減価償

却が１億40百万円、退職給付引当金の減少が28百万円、売上債権の増加が１億36百万円、たな卸資産の減少が59百万

円、仕入債務の減少が１億64百万円、デリバティブ評価益が52百万円、リース債務の増加が１億18百万円、リース投

資資産の増加が１億19百万円、法人税等の支払額が25百万円あったことが主な要因です。 

 投資活動によって取得した資金は、８百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出が１億36百万円、

定期預金の払戻による収入が１億21百万円、有形固定資産の取得による支出が40百万円、有形固定資産の売却による

収入が41百万円、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。 

 財務活動によって使用した資金は、１億45百万円となりました。これは、短期借入れの純増加額が２億50百万円、

長期借入れによる収入が12億88百万円、長期借入金の返済による支出が13億35百万円、社債発行による収入が２億93

百万円、社債の償還による支出が６億円、配当金の支払額が41百万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 

下期におきましても、取り巻く環境の厳しさは当面継続すると見込まれる中、当社は重点販売製品・感染管理関連製

品の販売拡大や医療機関及び在宅医療・在宅介護のニーズに適合した自社製品の販売をさらに強化するとともに、一

層の効率的な経費支出・節約に努め、売上高及び利益面の向上策を積極的に実施してまいります。 

通期業績予想につきましては、売上高292億円（前期比4.5％増）営業利益２億56百万円（前期は営業利益３百万円）

経常利益２億３百万円（前期は経常損失１億77百万円）当期純利益１億６百万円（前期比171.6％増）を予想してお

ります。  

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 当第２四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。 

② 当第２四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。 

③ 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。 

④ 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 

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 「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

事業年度第１四半期会計期間から適用し、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。 

③ 「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、当事業年度

第１四半期会計期間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、残存価額をゼロ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。    

 これにより、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、当事業年度第１四半期会計期間より、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4,687千円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前四半期純利益は、それぞれ4,687千円減少しております。 



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 1,214,563 1,447,569

受取手形 970,077 848,924

売掛金 4,194,244 4,180,947

商品 474,614 484,365

製品 1,189,778 1,184,062

原材料 152,859 184,035

仕掛品 285,736 306,617

貯蔵品 116,741 120,275

繰延税金資産 164,021 167,822

その他 342,501 365,860

貸倒引当金 △40,151 △34,797

流動資産合計 9,064,988 9,255,681

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,241,063 2,297,394

機械及び装置（純額） 229,026 265,003

土地 2,337,504 2,372,810

リース資産（純額） 112,524 －

その他（純額） 166,629 169,210

有形固定資産合計 5,086,747 5,104,419

無形固定資産   

のれん 34,285 45,714

商標権 1,758 1,861

ソフトウエア 11,182 12,426

その他 13,252 10,620

無形固定資産合計 60,478 70,622

投資その他の資産   

投資有価証券 550,659 595,275

出資金 320 320

長期貸付金 150,000 125,000

破産更生債権等 222,969 221,142

繰延税金資産 193,925 183,678

保険積立金 131,582 136,589

長期預金 100,000 100,000

その他 200,338 200,501

貸倒引当金 △257,315 △246,888

投資その他の資産合計 1,292,481 1,315,619

固定資産合計 6,439,707 6,490,661

資産合計 15,504,696 15,746,342



（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   

支払手形 2,807,329 2,934,613

買掛金 1,898,650 1,935,662

短期借入金 1,622,500 1,372,500

1年内返済予定の長期借入金 856,056 1,754,856

1年内償還予定の社債 － 600,000

リース債務 22,498 －

未払金 31,519 82,062

未払費用 392,050 390,526

未払法人税等 16,351 34,120

預り金 14,122 13,516

賞与引当金 208,544 215,389

売上割戻引当金 136,505 136,096

その他 76,897 22,742

流動負債合計 8,083,027 9,492,085

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 2,004,220 1,152,435

リース債務 95,652 －

退職給付引当金 510,653 539,048

長期未払金 63,300 64,070

長期預り保証金 158,606 159,808

為替予約 141,064 191,697

固定負債合計 3,273,497 2,107,060

負債合計 11,356,525 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 824,062 794,717

自己株式 △2,280 △2,027

株主資本合計 3,988,478 3,959,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 159,692 187,811

評価・換算差額等合計 159,692 187,811

純資産合計 4,148,171 4,147,197

負債純資産合計 15,504,696 15,746,342



（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 14,262,282

売上原価 11,685,098

売上総利益 2,577,183

販売費及び一般管理費 2,489,396

営業利益 87,787

営業外収益  

受取利息 4,844

受取配当金 6,571

受取賃貸料 66,350

デリバティブ評価益 52,268

その他 19,309

営業外収益合計 149,344

営業外費用  

支払利息 41,978

債権売却損 26,347

賃貸収入原価 30,129

その他 17,728

営業外費用合計 116,184

経常利益 120,947

特別利益  

固定資産売却益 5,822

特別利益合計 5,822

特別損失  

固定資産除売却損 22,587

投資有価証券評価損 1,963

会員権評価損 8,650

特別損失合計 33,201

税引前四半期純利益 93,569

法人税、住民税及び事業税 9,479

法人税等調整額 12,772

法人税等合計 22,252

四半期純利益 71,316



（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 93,569

減価償却費 140,858

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,395

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） △6,844

その他の引当金の増減額（△は減少） 409

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,781

受取利息及び受取配当金 △11,416

支払利息 41,978

投資有価証券評価損益（△は益） 1,963

固定資産売却損益（△は益） 8,476

固定資産除却損 8,288

為替差損益（△は益） △1,215

デリバティブ評価損益（△は益） △52,268

売上債権の増減額（△は増加） △136,277

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,623

仕入債務の増減額（△は減少） △164,294

預り敷金及び保証金の受入による収入 605

預り敷金及び保証金の返還による支出 △1,807

未収入金の増減額（△は増加） △6,340

リース債務の増減額（△は減少） 118,150

リース投資資産の増減額（△は増加） △119,347

その他 △17,381

小計 △56,653

利息及び配当金の受取額 11,835

利息の支払額 △41,628

法人税等の支払額 △25,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,256

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 △136,107

定期預金の払戻による収入 121,506

投資有価証券の取得による支出 △4,684

有形固定資産の取得による支出 △40,228

有形固定資産の売却による収入 41,741

有形固定資産の除却による支出 △2,105

無形固定資産の取得による支出 △3,057

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 △2,569

差入保証金の回収による収入 3,538

保険積立金の積立による支出 △9,727

保険積立金の払戻による収入 13,690

長期前払費用の取得による支出 △690

その他 2,225

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,618



（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) 

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） 250,000

長期借入れによる収入 1,288,013

長期借入金の返済による支出 △1,335,028

社債の発行による収入 293,989

社債の償還による支出 △600,000

自己株式の取得による支出 △253

配当金の支払額 △41,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,606

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 692,244



 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   13,441,284 100.0 

Ⅱ 売上原価   11,085,049 82.5 

売上総利益   2,356,234 17.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,511,359 18.7 

営業損失（△）   △155,124 △1.2 

Ⅳ 営業外収益   117,373 0.9 

Ⅴ 営業外費用   108,585 0.8 

経常損失（△）   △146,336 △1.1 

Ⅵ 特別利益   18,394 0.1 

Ⅶ 特別損失   8,364 0.0 

税引前中間純損失（△）   △136,306 △1.0 

法人税、住民税及び事業税 10,042     

法人税等調整額 △53,210 △43,168 △0.3 

中間純損失（△）   △93,137 △0.7 

        



（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   

税引前中間純損失（△） △136,306 

減価償却費 139,354 

退職給付引当金の増減（△）額 10,028 

長期未払金の増減（△）額 △212,498 

賞与引当金の増減（△）額 △18,265 

売上割戻引当金の増減（△）額 116,316 

貸倒引当金の増減（△）額 28,038 

受取利息及び受取配当金 △15,047 

支払利息 41,701 

保険返戻金 △18,319 

固定資産除却損  8,294 

為替差損益（△）  1,593 

デリバティブ損益（△） △13,998 

売上債権の増（△）減額 △166,962 

たな卸資産の増（△）減額 44,852 

仕入債務の増減（△）額 △486,767 

預り保証金の受入による収入 3,022 

未収入金の増（△）減額 141,730 

その他 2,065 

小計 △531,165 

利息及び配当金の受取額 15,259 
利息の支払額 △41,929 

法人税等の支払額 △142,403 

営業活動によるキャッシュ・フロー △700,239 

 



  
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） 

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 80,100 
投資有価証券の取得による支出  △4,042 

有価証券の売却による収入  30,248 

投資有価証券の売却による収入  183,312 

有形固定資産の取得による支出 △115,822 

有形固定資産の売却による収入  198 

無形固定資産の取得による支出 △2,856 

貸付金の回収による収入 3,583 

差入保証金の増加による支出 △14,198 

差入保証金の減少による収入 2,311 

保険積立金の積立による支出 △12,526 

保険積立金の払戻による収入 245,760 

長期前払費用の取得による支出 △2,112 

その他 △23 

投資活動によるキャッシュ・フロー 393,932 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金増減（△）額 290,000 

長期借入れによる収入 670,753 

長期借入金の返済による支出 △634,288 

社債の償還による支出 △20,000 

配当金の支払額 △47,751 

財務活動によるキャッシュ・フロー 258,713 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,593 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △49,187 

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中間期末（期末）残高 517,018 
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