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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 23,010 ― 1,029 ― 919 ― 578 ―

20年3月期第2四半期 21,734 4.6 370 △48.4 84 △82.8 △200 ―

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 13.37 ―

20年3月期第2四半期 △4.62 ―

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 42,764 23,526 55.0 543.61
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2四半期  23,508百万円 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 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  
 

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 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、様々な要因によ
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 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  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2四半期  599,232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2四半期  43,255,549株 20年3月期第2四半期  43,276,154株
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当社グループを取り巻く環境は、国内において、医療費抑制策の一つとして今年４月に診療報酬の引

き下げが実施されたほか、国内外において原油価格高騰に起因して原材料価格や諸物価が上昇するな

ど、引き続き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・販売に注力しております。輸液輸血群では、医療の安全性向

上に役立つ製品を、透析群では安全で効率の良い透析医療に貢献する血液透析装置ほか関連製品を、循

環器群では心肺回路、膜型人工肺などの自社開発製品を中心に事業を展開し、業績の向上に努めており

ます。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、230億1,012万円（前年同期比5.9%増）となりま

した。  

 利益につきましては、増収に加え、高付加価値製品の売上増加に伴い収益性が改善したこと、前連結

会計年度に発生した一時的な販売管理費が解消したこと等から、営業利益及び経常利益はそれぞれ10億

2,905万円（前年同期比177.8%増）、9億1,955万円（前年同期比982.2%増）となり、また、新会計基準

の適用に伴うたな卸資産評価損の計上などにより、四半期純利益は5億7,830万円となりました。  

  

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・医療事故防止に貢献する「プラネクタ」関連製品や経口・経腸栄養システ

ム製品が引き続き好調に販売を伸ばしたほか、輸液ポンプの販売も増加しました。海外においては、

北米向け成分献血用回路の販売が大幅に伸張したほか、アジア向け血液バッグの販売も好調に推移し

ました。その結果、売上高は102億2,457万円（前年同期比6.4%増）となりました。 

(2) 一般用品群 

国内において、検診用手袋等の販売が引き続き好調に推移したものの、医療用テープの輸出販売が

円高の影響を受けて減少した結果、売上高は22億8,567万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

(3) 透析群 

国内においては、透析医療の安全と効率に貢献する血液透析装置及びその周辺機器の販売が大きく

伸びました。海外においては、医療従事者の安全性を向上する誤穿刺防止機構付きＡＶＦ針の販売が

北米及び欧州において大幅に増加しました。その結果、売上高は78億3,893万円（前年同期比9.6%

増）となりました。 

(4) 循環器群 

国内において、診療報酬改定の影響等によりペースメーカーの販売が減少しましたが、心肺回路及

びその関連製品の販売が引き続き伸張しました。その結果、売上高は20億1,906万円（前年同期比

0.5%増）となりました。 

(5) その他 

上記の他、その他の売上高は6億4,187万円（前年同期比3.5%増）となりました。 

  

（注）前年同期との比較は参考として記載しております。 

  

【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

㈱ＪＭＳ（7702）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

― 2 ―



  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4,271万円減少の427

億6,496万円となりました。各資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

■資産 

 流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,321万円増加の256億6,163万円となりました。この主

な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加に対し、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少によるもの

であります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,949万円減少の171億333万円となりました。この主な

要因は、有形固定資産の増加に対し、時価評価による投資有価証券の減少によるものであります。 

■負債 

 流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1億5,228万円増加の156億9,599万円となりました。この

主な要因は、仕入債務の増加に対し、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の減少によるもので

あります。 

 固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ6億8,129万円減少の35億4,250万円となりました。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によるものであります。 

■純資産 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4億8,629万円増加の235億2,646万円となりました。この主

な要因は、四半期純利益による利益剰余金の増加であります。 

 なお、自己資本比率は1.2ポイント上昇し、55.0%となり、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末

に比べ11円60銭増加の543円61銭となりました。 

  

平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の上方修正分が寄与

するものの、第３四半期連結会計期間以降の原材料等の価格上昇が見込まれるほか、為替市場や株式市

場などの動向が不透明であるため、従来公表しております連結業績予想について、現時点では見直して

おりません。 

 詳細は本日別途開示します、平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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 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。 

  

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益

がそれぞれ55,038千円、税金等調整前四半期純利益が127,294千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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が3,213千

円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ2,629千円増加しております。 

 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 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 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。 

  

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：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 2,630,362 3,818,588 

受取手形及び売掛金 13,218,389 12,712,892 

有価証券 52,327 52,223 

商品及び製品 4,730,137 4,683,241 

仕掛品 1,549,627 1,429,418 

原材料及び貯蔵品 2,671,929 2,383,781 

その他 823,075 608,819 

貸倒引当金 △14,218 △14,121 

流動資産合計 25,661,631 25,674,843 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,373,464 4,391,958 

その他（純額） 9,054,855 8,869,626 

有形固定資産合計 13,428,320 13,261,585 

無形固定資産 

のれん 38,452 84,723 

その他 801,682 832,708 

無形固定資産合計 840,134 917,432 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,713,878 1,803,686 

その他 1,162,435 1,191,624 

貸倒引当金 △41,433 △41,493 

投資その他の資産合計 2,834,880 2,953,817 

固定資産合計 17,103,335 17,132,834 

資産合計 42,764,966 42,807,677 
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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 6,991,397 6,697,965 

短期借入金 3,860,630 3,921,210 

1年内返済予定の長期借入金 1,219,442 1,276,162 

未払法人税等 303,288 296,519 

製品保証引当金 13,949 12,666 

賞与引当金 756,530 726,293 

その他 2,550,758 2,612,897 

流動負債合計 15,695,996 15,543,713 

固定負債 

長期借入金 2,527,520 3,146,570 

退職給付引当金 253,033 242,860 

役員退職慰労引当金 148,436 141,435 

その他 613,510 692,927 

固定負債合計 3,542,500 4,223,793 

負債合計 19,238,497 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 8,472,629 7,978,992 

自己株式 △239,228 △234,019 

株主資本合計 24,229,505 23,741,077 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 125,710 143,705 

為替換算調整勘定 △846,556 △867,831 

評価・換算差額等合計 △720,845 △724,125 

少数株主持分 17,809 23,218 

純資産合計 23,526,469 23,040,170 

負債純資産合計 42,764,966 42,807,677 
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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 23,010,122 

売上原価 16,243,464 

売上総利益 6,766,658 

販売費及び一般管理費 5,737,600 

営業利益 1,029,057 

営業外収益 

受取利息 21,068 

受取配当金 12,891 

その他 50,791 

営業外収益合計 84,750 

営業外費用 

支払利息 66,390 

持分法による投資損失 53,213 

その他 74,646 

営業外費用合計 194,249 

経常利益 919,558 

特別利益 

固定資産売却益 4,209 

投資有価証券売却益 504 

特別利益合計 4,714 

特別損失 

固定資産売却損 2,176 

固定資産廃棄損 23,708 

投資有価証券評価損 17,816 

たな卸資産評価損 72,255 

特別損失合計 115,957 

税金等調整前四半期純利益 808,316 

法人税、住民税及び事業税 217,521 

法人税等調整額 14,385 

法人税等合計 231,907 

少数株主損失（△） △1,893 

四半期純利益 578,302 
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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) 

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 808,316 

減価償却費 1,090,648 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 975 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,941 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,836 

受取利息及び受取配当金 △33,959 

支払利息 66,390 

手形売却損 1,235 

為替差損益（△は益） 28,854 

持分法による投資損益（△は益） 53,213 

固定資産売却損益（△は益） △2,033 

固定資産廃棄損 23,708 

投資有価証券売却損益（△は益） △504 

投資有価証券評価損益（△は益） 17,816 

売上債権の増減額（△は増加） △544,573 

たな卸資産の増減額（△は増加） △475,909 

仕入債務の増減額（△は減少） 315,050 

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,364 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △218,140 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △142,603 

その他 68,908 

小計 1,104,535 

利息及び配当金の受取額 33,968 

利息の支払額 △68,089 

法人税等の支払額 △329,680 

営業活動によるキャッシュ・フロー 740,734 

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 △1,351 

有形固定資産の取得による支出 △1,063,551 

有形固定資産の売却による収入 7,607 

無形固定資産の取得による支出 △95,946 

無形固定資産の売却による収入 126 

投資有価証券の取得による支出 △26,913 

投資有価証券の売却による収入 5,504 

貸付金の回収による収入 12,880 

その他 35,360 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,126,283 

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 8,317,020 

短期借入金の返済による支出 △8,360,000 

長期借入金の返済による支出 △641,850 

自己株式の売却による収入 507 

自己株式の取得による支出 △5,866 

配当金の支払額 △107,491 

財務活動によるキャッシュ・フロー △797,681 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,463 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,188,693 

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 2,571,422 
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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。 

  

【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)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) 
  

 
(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、営業利益は「日本」が55,038千円

減少しております。 

(2)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、営業利益は「アジア」が622

千円、「ヨーロッパ」が2,591千円それぞれ増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

15,546,862 4,035,084 2,081,895 1,346,280 23,010,122 ― 23,010,122

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,461,720 3,201,592 3,417 4,581 5,671,311 (5,671,311) ―

計 18,008,583 7,236,676 2,085,312 1,350,861 28,681,434 (5,671,311) 23,010,122

営業利益又は営業損失(△) 211,204 399,323 332,714 79,618 1,022,860 6,197 1,029,057
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【海外売上高】 

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) 
  

 
(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。 

  

 該当事項はありません。 

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) 2,391,231 1,981,004 2,285,531 1,175,816 7,833,583

Ⅱ 連結売上高(千円) 23,010,122

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.4 8.6 9.9 5.1 34.0

(6) 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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「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表等

（1）中間連結損益計算書

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（千円）

Ⅰ 売上高 21,734,538

Ⅱ 売上原価 15,377,461

   売上総利益 6,357,076

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,986,615

   営業利益 370,461

Ⅳ 営業外収益 78,561

Ⅴ 営業外費用 364,051

   経常利益 84,971

Ⅵ 特別利益 130,042

Ⅶ 特別損失 49,531

   税金等調整前 

   中間純利益
165,482

   法人税等 365,023

   少数株主利益 552

   中間純利益 △ 200,094

（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 646,096

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,347,130

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 224,316

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,700

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △509,418

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,928,514

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び 

  現金同等物の増減額
△4,893

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  中間期末残高
2,414,202
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（3）所在地別セグメント情報

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）

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
14,761,712 3,858,337 1,865,470 1,249,017 21,734,538 ― 21,734,538

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
2,005,507 2,909,798 1,348 1,363 4,918,018 (4,918,018) ―

計 16,767,219 6,768,136 1,866,819 1,250,380 26,652,556 (4,918,018) 21,734,538

営業費用 17,293,982 6,366,706 1,536,009 1,200,305 26,397,003 (5,032,926) 21,364,077

営業利益又は 

営業損失(△)
△526,763 401,430 330,810 50,075 255,553 114,908 370,461

（4）海外売上高

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）

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) 1,951,074 1,952,409 2,208,837 1,229,368 7,341,689

Ⅱ 連結売上高(千円) 21,734,538

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.0 9.0 10.2 5.6 33.8
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