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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 2,469 ― 112 ― 87 ― 30 ―
20年3月期第2四半期 2,323 9.7 113 △20.0 197 27.2 106 17.0

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 2.81 ―
20年3月期第2四半期 9.74 ―

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 7,642 2,962 36.3 255.06
20年3月期 7,746 3,232 39.2 278.89

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,776百万円 20年3月期  3,037百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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  有   

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 4,670 0.9 200 74.7 170 73.2 60 ― 5.51

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 上記の予想は、当社が現在入手している情報に基づき作成しているものであり、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。なお、上記予想に
関する事項は、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下さい。 
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2四半期  10,937,449株 20年3月期  10,937,449株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  49,993株 20年3月期  46,701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  10,889,479株 20年3月期第2四半期  10,896,066株



当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした金融不安の拡
大が欧米の金融危機や実体経済の急速な悪化を招き、激しい為替相場の変動も相俟って、世界的な景気後
退の様相を呈してまいりました。 
このような環境のもと、当グループの業績については、医療機器事業は、販売価格が依然低迷している

ものの、欧米向け輸出を中心に、堅調に売上が続伸し、プラスチック製品事業は、原油価格の高騰による
原料価格の高止まりの中、付加価値製品の販売強化に努めましたが、ヘルスケア事業は、生活自助具の販
売競争が格段と激化し推移いたしました。また、原料価格が高騰する中、生産性の向上・業務の効率化・
経費削減等コストの圧縮、新たな製品開発等に努めた結果、当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の業績
は、売上高２４億６千９百万円、営業利益１億１千２百万円、経常利益８千７百万円、四半期純利益３千
万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計期間末に比べ１億３百万円減少し、７６億４千２
百万円となりました。これは主に、機械装置及び運搬具が１億５百万円、投資有価証券が１億１千８百万
円減少し、受取手形及び売掛金が１億２千２百万円増加したことによるものであります。 
負債合計は、前連結会計期間末に比べ１億６千６百万円増加し、４６億８千万円となりました。これは

主に、借入金の増加によるものであります。 
純資産合計は、前連結会計期間末に比べ２億６千９百万円減少し、２９億６千２百万円となりました。

これは主に、配当実施に伴う利益剰余金１億６百万円、その他の有価証券評価差額金６千９百万円、為替
換算調整勘定８千３百万円の減少によるものであります。 

  

下期における我が国経済は、景気は依然として先行きの不透明感が強く、当グループを取り巻く環境も
引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。 
 従いまして、前回公表（平成20年５月22日）いたしました平成21年３月期の業績予想につきましては、
別途発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 
  

・簡便的な会計処理 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 原価差額の配賦方法 
標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配

賦を年度決算と比較して簡便的に前連結会計年度末の配賦割合をもとに配賦しております。 
③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

④ 経過勘定項目の算定方法 
前連結会計年度の実績をもとに合理的な算定方法により計上しております。 

⑤ 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。 

  
・四半期特有の会計処理 

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。 

  

・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

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
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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、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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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。これにより、利益剰余金が28,294千円減少しております。また、これによる
損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

(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
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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 654,473 594,723 

受取手形及び売掛金 1,654,087 1,531,639 

製品 256,286 269,274 

原材料 417,582 372,955 

仕掛品 641,967 669,708 

貯蔵品 83,392 116,447 

繰延税金資産 72,586 72,816 

その他 89,486 82,543 

貸倒引当金 △61,610 △65,076 

流動資産合計 3,808,250 3,645,033 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,864,331 1,878,208 

減価償却累計額 △1,158,040 △1,143,977 

建物及び構築物（純額） 706,290 734,231 

機械装置及び運搬具 4,709,918 4,841,705 

減価償却累計額 △3,241,539 △3,267,688 

機械装置及び運搬具（純額） 1,468,379 1,574,016 

土地 964,512 968,745 

その他 252,419 248,308 

減価償却累計額 △218,042 △216,807 

その他（純額） 34,376 31,500 

有形固定資産合計 3,173,559 3,308,495 

無形固定資産 

のれん 87,015 99,408 

その他 5,293 4,012 

無形固定資産合計 92,309 103,420 

投資その他の資産 

投資有価証券 519,055 637,091 

その他 61,710 65,840 

貸倒引当金 △12,403 △13,577 

投資その他の資産合計 568,361 689,354 

固定資産合計 3,834,230 4,101,270 

資産合計 7,642,481 7,746,304 
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（単位：千円） 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 608,512 542,046 

短期借入金 2,632,968 2,666,748 

未払法人税等 59,888 93,038 

賞与引当金 80,287 62,723 

その他 195,171 152,481 

流動負債合計 3,576,827 3,517,037 

固定負債 

長期借入金 815,400 660,000 

繰延税金負債 37,128 84,832 

退職給付引当金 95,602 52,594 

役員退職慰労引当金 154,089 199,577 

その他 1,000 － 

固定負債合計 1,103,220 997,004 

負債合計 4,680,047 4,514,042 

純資産の部 

株主資本 

資本金 547,436 547,436 

資本剰余金 681,385 681,385 

利益剰余金 1,891,268 1,997,871 

自己株式 △15,980 △15,050 

株主資本合計 3,104,110 3,211,642 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 158,428 227,697 

為替換算調整勘定 △485,552 △402,004 

評価・換算差額等合計 △327,123 △174,306 

少数株主持分 185,447 194,925 

純資産合計 2,962,433 3,232,261 

負債純資産合計 7,642,481 7,746,304 
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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：千円） 

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 2,469,782 

売上原価 1,741,859 

売上総利益 727,923 

販売費及び一般管理費 615,863 

営業利益 112,059 

営業外収益 

受取利息 235 

受取配当金 6,577 

その他 20,953 

営業外収益合計 27,766 

営業外費用 

支払利息 29,724 

為替差損 22,595 

その他 214 

営業外費用合計 52,535 

経常利益 87,291 

特別利益 

固定資産売却益 7 

貸倒引当金戻入額 2,918 

特別利益合計 2,925 

特別損失 

固定資産除売却損 2,246 

特別損失合計 2,246 

税金等調整前四半期純利益 87,970 

法人税等 59,443 

少数株主損失（△） △2,071 

四半期純利益 30,599 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

                （単位：千円） 

 
  

  

  

  

(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

「参考」

科  目

前年同四半期 

(平成20年３月期 

第２四半期)

金額

Ⅰ 売上高 2,323,744

Ⅱ 売上原価 1,620,035

   売上総利益 703,708

Ⅲ 販売費及び一般管理費 590,324

   営業利益 113,384

Ⅳ 営業外収益 120,788

Ⅴ 営業外費用 36,804

   経常利益 197,369

Ⅵ 特別利益 1,666

Ⅶ 特別損失 4,792

   税金等調整前四半期(当期)純利益 194,242

   税金費用 86,281

   少数株主利益 1,880

   四半期(当期)純利益 106,080
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