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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 6,079 ― 1,281 ― 1,346 ― 701 ―

20年3月期第2四半期 5,956 0.0 1,378 △5.7 1,726 △3.3 886 △1.9

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 749.27 ―

20年3月期第2四半期 940.08 ―

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 29,846 25,520 85.5 27,271.20
20年3月期 29,600 25,336 85.6 27,074.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  25,520百万円 20年3月期  25,336百万円

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 ― ― ― 500.00 500.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 500.00 500.00

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 12,681 6.3 2,637 1.3 2,752 △8.1 1,586 △6.5 1,695.05

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  無  

(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、その他の特記事項 
1.平成20年5月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の2ページをご参照下さい。 
2.当連結会計年度より「四半期連結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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  944,000株 20年3月期  944,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,207株 20年3月期  8,207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  935,793株 20年3月期第2四半期  943,102株



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 

   当第２四半期（６か月）における我が国経済は、原油・原材料価格高騰に伴う企業収益の悪化や個人消費の落ち 

 込みを受けて、景気の減速傾向が一層強まっております。また、米国経済の景気悪化を背景とした世界経済の減速 

 により、景気の低迷は、長引く懸念が出てきております。当社の属する医療関連業界におきましては、急激な国民 

 医療費の増加を抑制し、より良質で効率的な医療を享受する制度を構築する目的で医療制度改革が進展しており、 

 定期的に医療材料の償還価格改定が実施されております。本年４月にも価格改定が行われており、引続き厳しい状 

 況が続いております。 

   このような事業環境下で、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、6,079百万円(前年同期比2.1％増）、連結

 営業利益は、1,281百万円（同7.1％減）となり、また、営業外収益の保険解約益がなくなったこと等により、連結 

 経常利益は、1,346百万円（同22.0％減）、連結四半期純利益は、701百万円（同20.9％減）となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

  総資産は前連結会計年度末に比べ、245百万円増加し29,846百万円となりました。 

  流動資産は同348百万円増の20,440百万円、固定資産は同102百万円減の9,405百万円となりました。 

  流動資産増加の主な要因は、有価証券が3,998百万円減少したものの、現金及び預金が4,137百万円、受取手形及 

 び売掛金が113百万円増加したこと等によるものです。 

  固定資産減少の主な要因は、投資有価証券が82百万円減少したこと等によるものです。 

  なお、純資産は前連結会計年度に比べ、183百万円増加し25,520百万円となりました。 

  その主な要因は、当四半期純利益701百万円の計上による増加、配当金の支払による減少により合計で利益剰余金

 が233百万円増加したことによるものですが、上記の状況により自己資本比率は0.1ポイント減少し85.5％となりま

 した。  

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下に記載のキャ

  ッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ4,860百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には10,465百 

  万円となりました。 

  

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は1,034百万円となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益の 

  1,347百万円と、法人税等の支払586百万円等であります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は5,426百万円となりました。これは主に、預入期間が３か月を超える定期預金の 

 預入れによる支出5,000百万円であります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は466百万円となりました。内訳は、配当金の支払額であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。国内におきましては、医療制度改革の一環 

 として、本年４月より、償還価格の改定が行われており、引続き厳しい状況が続く見通しであります。 

  マーケットの状況に合致した迅速な対応で販売数量増加に努めてまいります。また、海外マーケットにおきまし 

 ては、国内と同様に、マーケットの動向等を把握し、販売数量増加に努めてまいります。 

  連結売上高は、12,681百万円（前年同期比6.3％増）、連結営業利益2,637百万円（同1.3％増）、連結経常利益 

 2,752百万円（同8.1％減）、連結当期純利益1,586百万円（同6.5％減）を計画しております。なお、品目別売上高 

 は、人工透析類5,428百万円（前期比2.7％増）静脈留置針類2,475百万円（前期比26.1％増）、アンギオ類4,776百 

 万円（前期比3.9％増）となっております。 



 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） 

  該当事項はありません。  

  

（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 

 該当事項はありません。  

  

（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 

   ・会計処理基準に関する事項の変更 

 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.たな卸資産 

    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１四半期連結会計期間より「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。 

      これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

  れ6百万円減少しております。 

 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」の適用 

   第１四半期連結会計年度より「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」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用しております。これによる、四半期連結財務諸表に 

  与える影響はありません。   



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 12,966,958 8,829,244

受取手形及び売掛金 3,023,103 2,909,401

有価証券 1,998,618 5,996,898

金銭の信託 500,000 500,000

商品 10,447 19,010

製品 617,758 588,197

原材料 253,606 259,645

仕掛品 722,720 666,938

繰延税金資産 191,175 176,192

その他 156,737 147,478

貸倒引当金 △308 △298

流動資産合計 20,440,818 20,092,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,961,506 3,049,587

機械装置及び運搬具（純額） 1,133,052 1,365,307

工具、器具及び備品（純額） 1,137,351 1,152,491

土地 1,963,760 1,974,652

建設仮勘定 742,909 422,553

有形固定資産合計 7,938,581 7,964,593

無形固定資産 183,107 204,074

投資その他の資産   

投資有価証券 440,681 523,212

長期貸付金 17,549 19,719

保険積立金 102,875 100,979

繰延税金資産 651,827 619,014

その他 70,720 76,370

貸倒引当金 △106 △115

投資その他の資産合計 1,283,547 1,339,180

固定資産合計 9,405,235 9,507,848

資産合計 29,846,054 29,600,557



（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 1,213,025 1,263,237

未払法人税等 606,482 536,266

賞与引当金 271,864 263,616

その他 385,444 360,044

流動負債合計 2,476,816 2,423,164

固定負債   

退職給付引当金 339,916 339,191

役員退職慰労引当金 927,780 921,094

その他 581,342 580,882

固定負債合計 1,849,038 1,841,167

負債合計 4,325,855 4,264,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 14,109,284 13,876,016

自己株式 △190,344 △190,344

株主資本合計 25,538,774 25,305,507

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,229 22,772

為替換算調整勘定 6,652 7,945

評価・換算差額等合計 △18,576 30,717

純資産合計 25,520,198 25,336,225

負債純資産合計 29,846,054 29,600,557



（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 6,079,980

売上原価 3,329,017

売上総利益 2,750,962

販売費及び一般管理費 1,469,691

営業利益 1,281,271

営業外収益  

受取利息 43,717

受取配当金 4,365

受取地代家賃 13,012

その他 15,379

営業外収益合計 76,474

営業外費用  

支払利息 6,888

為替差損 4,234

その他 536

営業外費用合計 11,658

経常利益 1,346,086

特別利益  

助成金収入 51,870

その他 3,074

特別利益合計 54,944

特別損失  

固定資産除却損 522

固定資産圧縮損 50,326

その他 2,758

特別損失合計 53,607

税金等調整前四半期純利益 1,347,424

法人税、住民税及び事業税 659,579

法人税等調整額 △13,319

法人税等合計 646,260

四半期純利益 701,164



（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 1,347,424

減価償却費 410,110

固定資産除売却損益（△は益） △1,547

退職給付引当金の増減額（△は減少） 761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,686

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,248

受取利息及び受取配当金 △48,082

支払利息 6,888

助成金収入 △51,870

固定資産圧縮損 50,326

売上債権の増減額（△は増加） △116,846

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,597

仕入債務の増減額（△は減少） △5,008

その他 69,456

小計 1,602,949

利息及び配当金の受取額 32,338

利息の支払額 △14,088

法人税等の支払額 △586,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,034,473

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 △5,000,000

有形固定資産の取得による支出 △492,024

有形固定資産の売却による収入 18,577

無形固定資産の取得による支出 △3,838

貸付金の回収による収入 2,170

保険積立金の積立による支出 △1,892

差入保証金の差入による支出 △1,438

差入保証金の回収による収入 1,542

助成金による収入 51,870

その他 △1,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,426,566

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △466,971

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,971

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,860,565

現金及び現金同等物の期首残高 15,326,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,465,577



 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。 

  

（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）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

    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） 

  当連結グループは同一セグメントに属する医療機器の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類

 がないため該当事項はありません。  

〔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） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

 の記載を省略しております。  

〔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） 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

（６）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）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        5,956,085  100.0

Ⅱ 売上原価        3,136,908 52.7 

 売上総利益        2,819,177  47.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,440,549  24.2

 営業利益        1,378,628  23.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  33,007            

２．受取配当金  6,387            

３．保険解約益  287,823            

４. 受取地代家賃  11,600            

５. その他  22,672  361,490  6.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  6,657            

２．たな卸資産廃棄損    5,156            

３．その他  1,585  13,399  0.2

経常利益        1,726,719  29.0

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益     －            

２．貸倒引当金戻入益 －            

３．その他 － － －

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損 －            

２．減損損失 －            

３．リース解約損 － － －

税金等調整前中間純利益         1,726,719  29.0

法人税、住民税及び事業
税  810,565            

法人税等調整額  29,555  840,121  14.1

中間純利益        886,598  14.9

        



（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   

税金等調整前中間純利益  1,726,719

減価償却費             342,804

投資有価証券売却益 －

固定資産除却損 －

減損損失 －

退職給付引当金増減額
（減少：△）           

△11,118

役員退職慰労引当金 
増減額（減少：△） 

△24,534

貸倒引当金増減額 
（減少：△）  4

賞与引当金増減額 
（減少：△）              4,979

受取利息及び受取配当
金 

△39,394

支払利息  6,657

保険解約益 △287,823

売上債権の増減額 
（増加：△） 

△153,433

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△34,936

仕入債務の増減額 
（減少：△）  98,159

役員賞与の支払額  －

 その他 △57,139

小計  1,570,943

利息及び配当金の受取
額  39,394

利息の支払額 △12,735

法人税等の支払額     △627,710

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  969,892



  

  
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）

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 

△5,000

有価証券の取得による
支出 

－

有価証券の売却による
収入 

－

有形固定資産の取得に
よる支出 

△1,300,656

無形固定資産の取得に
よる支出 

△57,437

投資有価証券の売却に
よる収入 

－

長期貸付金の回収による
収入  2,244

保険積立による支出 △1,892

保険解約による収入  559,116

差入保証金の差入による
支出 

△6,531

差入保証金の返戻による
収入  9,227

 その他 △2,464

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△803,392

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

配当金の支払額 △471,541

自己株式の取得による
支出 

△136,312

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△607,853

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  903

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額(減少：△） 

△440,451

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  15,509,781

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 15,069,330

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

      当連結グループは同一セグメントに属する医療機器等製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類

     がないため、該当事項はありません。  

〔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） 

 本邦の売上高の金額は全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

〔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） 

        連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  



  

６.生産、受注及び販売の状況 

  （1）生産実績 

     当第２四半期連結累計期間の生産実績については、単一セグメントのため品目別分別に記載しております。 

 （注) １.金額は平均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）受注状況 

    当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

  （3）販売実績 

     当第２四半期連結累計期間の販売実績については、単一セグメントのため品目別分別に記載しております。 

（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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９月30日） 

   人工透析類             （千円）        2,564,455 

   静脈留置針（麻酔）類   （千円）        1,261,006 

   アンギオ類             （千円）        2,089,241 

        合計    （千円）        5,914,704 

 品目別 

 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） 

   人工透析類            （千円）       2,706,960 

   静脈留置針（麻酔）類  （千円）        1,142,199 

   アンギオ類            （千円）        2,200,814 

   その他                （千円）            30,005 

            合計       （千円）        6,079,980 
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