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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11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8月期第1四半期 2,352 ― 436 ― 460 ― 265 ―

20年8月期第1四半期 2,535 3.3 523 5.1 563 7.5 328 6.3

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8月期第1四半期 14.80 ―

20年8月期第1四半期 17.70 ―

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8月期第1四半期 30,129 26,996 89.6 1,514.06
20年8月期 32,080 28,302 88.2 1,567.70

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  26,996百万円 20年8月期  28,302百万円

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8月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 60.00 60.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 5,387 ― 1,017 ― 1,074 ― 596 ― 33.26
通期 14,000 2.7 3,581 2.4 3,697 1.0 2,146 2.5 119.79

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・財務諸表等】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・財務諸表等】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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。なお、上記予想に関する事項は、３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
覧ください。 
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。  

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8月期第1四半期  19,118,000株 20年8月期  19,118,000株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  1,287,734株 20年8月期  1,064,534株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  17,921,910株 20年8月期第1四半期  18,580,773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１四半期連結会計期間における国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発したリーマンブラザーズ

の破綻に象徴されるような世界的な金融市場の混乱、日本株式市場の大幅下落、急激な円高による輸出企業の収益の

減少にともなう雇用情勢の悪化等から、設備投資の減速や個人消費の低迷が懸念され、今後の経済に大きな不安を抱

えた状況となっております。 

 医療・介護業界におきましては、後期高齢者医療制度の問題、医療・介護従事者の人員不足の問題、社会保障費の

2,200億円の増加抑制問題など大きな未解決の課題を抱え、医療機関、介護事業者は混乱状況が継続しております。 

 メディカルウェア業界におきましては、このような厳しい環境下で市場が冷え込む中、前下期から顕著に発生した

リース物件の更新延期や買い控え現象が当第１四半期連結会計期間も継続しており、業界の市場規模は大きく落ち込

んだものと見られます。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、現在注力しております手術ウェア、患者ウェ

アの周辺商品群は売上増となったものの、主力のヘルスケアウェア、ドクターウェアの更新遅れによる売上減に加

え、ユーティリティウェアの需要減をカバーするに至らず、前年第１四半期連結会計期間が好調だったこともあり、

前年同期比△7.2%と大幅な減収となりました。  

 生産に関しましては、円高による原価低減要因はありましたが、原材料費の値上げと棚卸資産帳簿価額の切下げの

影響を受け、売上原価率の上昇をカバーするには至らず、売上総利益率は微減となりました。 

 株主に対する利益還元といたしましては、平成20年６月19日開催の取締役会において、取得上限株式を430,000

株、株式の取得価額の総額の上限を10億円とする自己株式の取得を決議し、現在実施中であります。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては23億52百万円（前年同期比7.2％

減）、営業利益は４億36百万円（同16.6％減）、経常利益は４億60百万円（同18.3％減）、四半期純利益は２億65百

万円（同19.4％減）を計上いたしました。 

 なお、上記文中における前年同期比は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第1四半期連結会計期間末の資産合計は301億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億50百万円減少いたし

ました。流動資産合計は226億８百万円となり、19億26百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少

９億95百万円、受取手形及び売掛金の減少10億67百万円、有価証券の減少７億97百万円及びたな卸資産の増加５億97

百万円等です。固定資産合計は75億20百万円となり、24百万円減少いたしました。有形固定資産は51億44百万円とな

り９百万円の減少、無形固定資産は68百万円となり３百万円の減少、投資その他の資産は23億７百万円となり12百万

円の減少です。 

 当第1四半期連結会計期間末の負債合計は31億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億44百万円減少いたし

ました。流動負債合計は26億18百万円となり、７億16百万円減少いたしました。主な要因は、確定納付による未払法

人税等の減少８億38百万円等です。固定負債合計は５億14百万円となり、71百万円増加いたしました。 

 当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は269億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億６百万円減少いた

しました。主な要因は、当四半期純利益２億65百万円の計上による増加、配当金の実施10億83百万円及び自己株式の

取得３億85百万円等による減少です。 

 以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の88.2％から89.6％となり1.4ポイント上昇いたしました。 

  



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は38億80百万円となり、前連

結会計年度末に比べ27億93百万円減少いたしました。  

 当第１四半期連結会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） 

 営業活動の結果使用した資金は３億57百万円（前年同期は２億１百万円）となりました。  

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益４億54百万円（同５億62百万円）、売上債権の減少額10億82百万円（同10

億81百万円）等による増加と、たな卸資産の増加額５億97百万円（同６億37百万円）、法人税等の支払額10億30百万

円（同11億46百万円）等による減少であります。 

  

（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10億50百万円（同45億67百万円）となりました。 

 主な要因は、定期預金の払戻に対する預入の超過支出額10億円（同45億円）等による減少であります。  

  

（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13億79百万円(同12億67百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額９億94百万円（同10億21百万円）及び自己株式の取得による支出３億85百万円（同２億45

百万円）による減少であります。 

  

 なお、上記文中における前年同期金額は参考として記載しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 １株当たり当期純利益を除き、平成20年8月期決算発表時（平成20年10月２日）の予想を変更しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、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。  

  



  

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 

簡便な会計処理  

① 固定資産の減価償却方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産の減価償却費につきましては、連結会計年度に係る減価償

却の額を期間按分して算定しております。 

  

  

（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 

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 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、当第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」（企業会計基準第９号）が適用

されたことにともない、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。 

  これにより、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5,861千円減少しておりま

す。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

  減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度の法人税法改正を契機として見直しを行い、当第１四半期連

結会計期間より機械装置の改正後の耐用年数を適用しております。 

  これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

  



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１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,967,442 13,962,565

受取手形及び売掛金 3,463,773 4,530,883

有価証券 1,212,952 2,010,904

たな卸資産 4,339,672 3,742,024

その他 629,578 291,453

貸倒引当金 △4,881 △3,189

流動資産合計 22,608,538 24,534,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,065,295 2,035,138

機械装置及び運搬具（純額） 416,842 430,361

土地 2,524,859 2,524,859

建設仮勘定 93,829 116,533

その他（純額） 44,120 47,237

有形固定資産合計 5,144,947 5,154,130

無形固定資産   

無形固定資産合計 68,287 71,606

投資その他の資産   

投資有価証券 1,737,566 1,802,768

その他 578,887 531,024

貸倒引当金 △9,067 △14,041

投資その他の資産合計 2,307,385 2,319,751

固定資産合計 7,520,620 7,545,487

資産合計 30,129,158 32,080,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,798,708 1,811,490

未払法人税等 190,264 1,029,204

賞与引当金 154,443 80,001

その他 475,273 414,059

流動負債合計 2,618,689 3,334,756

固定負債   

退職給付引当金 269,730 267,263

役員退職慰労引当金 138,677 136,180

その他 106,009 39,473

固定負債合計 514,417 442,917

負債合計 3,133,107 3,777,673



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,925,273 1,925,273

資本剰余金 2,358,190 2,358,190

利益剰余金 24,885,073 25,703,050

自己株式 △2,109,847 △1,724,738

株主資本合計 27,058,689 28,261,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,332 35,487

繰延ヘッジ損益 △59,305 5,191

評価・換算差額等合計 △62,638 40,678

純資産合計 26,996,051 28,302,454

負債純資産合計 30,129,158 32,080,128



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,352,613

売上原価 1,336,968

売上総利益 1,015,644

販売費及び一般管理費 579,176

営業利益 436,468

営業外収益  

受取利息 23,691

受取配当金 92

受取賃貸料 16,779

雑収入 2,364

営業外収益合計 42,927

営業外費用  

固定資産賃貸費用 10,717

為替差損 7,004

雑損失 1,382

営業外費用合計 19,104

経常利益 460,290

特別利益  

固定資産売却益 200

貸倒引当金戻入額 1,284

特別利益合計 1,485

特別損失  

固定資産除売却損 7,581

投資有価証券評価損 41

特別損失合計 7,622

税金等調整前四半期純利益 454,153

法人税、住民税及び事業税 202,563

法人税等調整額 △13,640

法人税等合計 188,923

四半期純利益 265,230



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11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 454,153

減価償却費 61,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,282

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,497

受取利息及び受取配当金 △23,783

有形固定資産売却損益（△は益） △130

有形固定資産除却損 7,511

投資有価証券評価損益（△は益） 41

売上債権の増減額（△は増加） 1,082,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △597,648

仕入債務の増減額（△は減少） △12,770

未払消費税等の増減額（△は減少） △111,812

その他 △272,203

小計 662,737

利息及び配当金の受取額 10,023

法人税等の支払額 △1,030,176

営業活動によるキャッシュ・フロー △357,414

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 △1,700,000

定期預金の払戻による収入 700,000

有形固定資産の取得による支出 △42,094

有形固定資産の売却による収入 1,189

無形固定資産の取得による支出 △3,450

投資有価証券の取得による支出 △150

その他 △6,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,731

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △385,108

配当金の支払額 △994,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,379,809

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,793,074

現金及び現金同等物の期首残高 6,673,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,880,394



 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１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、各種メディカルウェアの製造販売を行っており、異なる事業区分はありません。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当はあり

ません。 

  

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、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 

 当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より、385,108千円増加し、

2,109,847千円となっております。これは主に、平成20年６月19日開催の取締役会での決議に基づき、自己株式

を市場買付により取得したためであります。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年９月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,535,995

Ⅱ 売上原価  1,424,695

売上総利益  1,111,299

Ⅲ 販売費及び一般管理費  588,074

営業利益  523,224

Ⅳ 営業外収益  42,750

Ⅴ 営業外費用  2,468

経常利益  563,507

Ⅵ 特別利益  1,357

Ⅶ 特別損失  2,516

税金等調整前四半期純利益  562,348

法人税、住民税及び事業税  242,723

法人税等調整額 △9,323

四半期純利益  328,948



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前年同四半期

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  562,348

減価償却費   63,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △1,357

賞与引当金の増減額（△は減少）   78,657

退職給付引当金の増減額（△は減少）    2,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）    2,496

受取利息及び受取配当金 △22,331

有形固定資産除売却損   2,516

売上債権の増減額（△は増加）    1,081,438

たな卸資産の増減額（△は増加）  △637,348

仕入債務の増減額（△は減少）   32,702

未払消費税等の増減額（△は減少）  △104,605

その他  △124,750

小計  936,181

利息及び配当金の受取額  9,142

法人税等の支払額  △1,146,646

営業活動によるキャッシュ・フロー △201,322

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  △5,200,000

定期預金の払戻による収入   700,000

有形固定資産の取得による支出  △62,639

有形固定資産の売却による収入  236

無形固定資産の取得による支出  △3,600

投資有価証券の取得による支出  △150

その他  △1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,567,657

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △1,021,702

自己株式の取得による支出  △245,616

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,267,318

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,208

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,037,507

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,517,250

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  5,479,743



６．その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況）  

(1）生産実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．生産金額は、製品製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．メディカルウェアの生産実績には、ナースキャップ等の生産実績を含めて記載しておりますが、その製造原

価は少額であります。 

  

(2）商品仕入実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．商品仕入金額は、実際仕入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。 

  

(3）受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。 

  

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

メディカルウェア（千円）  1,488,138

シューズ（千円）  －

合計（千円）  1,488,138

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

メディカルウェア（千円）  351,572

シューズ（千円）  51,289

合計（千円）  402,861



(4）販売実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。  

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記の前年同期比は、参考として記載しております。 

  

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日）

  
 前年同期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  2,293,578  92.8

 （ヘルスケアウェア）  (1,283,729)  (91.3)

 （ドクターウェア）  (376,832)  (93.7)

 （ユーティリティウェア）  (189,710)  (84.3)

 （患者ウェア）  (188,990)  (101.2)

 （手術ウェア）  (213,987)  (104.4)

 （その他）  (40,329)  (95.6)

シューズ（千円）  59,034  89.9

合計（千円）  2,352,613  92.8

相手先 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 割合（％）

ワタキューセイモア㈱  426,372  18.1
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