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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 22,593 ― 300 ― 201 ― 119 ―

20年3月期第3四半期 21,284 △1.9 44 △84.8 39 △85.9 29 △64.9

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3四半期 19.90 ―

20年3月期第3四半期 4.93 ―

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3四半期 17,052 4,080 23.9 680.60
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3四半期  4,080百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  5,995,691株 20年3月期第3四半期  5,996,375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．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。 
２．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３四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期後

半の急激な円高によって実体経済が急速に悪化したことに雇用情勢の不安定要因が加わり、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、医療費抑制の動きが継続しており、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３四半期累計期間の業績は、売上高225億93百万円（前年同期比6.1％増）、営業利

益３億円（同578.3％増）、経常利益２億１百万円（同408.2％増）、四半期純利益１億19百万円（同303.4％増）とな

りました。

　製品売上高は、引き続き厳しい環境の影響を受けて衛生材料は前年同期比減少しましたが、重点販売製品および感

染管理関連のニーズ製品は、継続販売を強化したことにより、前年同期比2.7％増加いたしました。また、商品売上高

は、介護用品および育児・トイレタリー用品の売上高が増加したことにより前年同期比7.9％増加いたしました。

　なお、前期より、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１億69百万円が売上高および売上総利益から控除されました。売上高の前年同期比につ

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いたしましたが、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、ほぼ前年同期並みとなりました。

営業外費用では、当第３四半期末にデリバティブ評価損が98百万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３四半期末の総資産は170億52百万円で前期末に対して13億６百万円増加いたしました。

　流動資産は、107億70百万円で前期末に対して15億14百万円増加いたしました。「現金及び預金」が１億72百万円減

少、四半期期末日が金融期間の休日であった影響もあり「受取手形」・「売掛金」が11億98百万円増加、「たな卸資

産」が２億11百万円増加、「繰延税金資産」が47百万円減少、「未収入金」が３億32百万円増加したことが主な要因

です。

　固定資産は、62億82百万円で前期末に対して２億８百万円減少いたしました。有形固定資産では、「建物」・「構

築物」および「機械及び装置」が１億58百万円減少、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１億７百万円

増加、無形固定資産では、「のれん」が償却により17百万円減少、投資その他の資産では、「投資有価証券」が１億

76百万円減少、「繰延税金資産」が72百万円増加したことが主な要因です。

（負債）

　当第３四半期末の負債合計は、129億72百万円で前期末に対して13億72百万円増加いたしました。

　流動負債は、94億56百万円で前期末に対して35百万円減少いたしました。四半期期末日が金融期間の休日であった

影響もあり「支払手形」・「買掛金」が13億２百万円増加、「短期借入金」・「１年以内返済予定長期借入金」およ

び「１年以内償還予定社債・リース債務」が12億59百万円減少、「未払費用」が42百万円増加、「賞与引当金」が１

億37百万円減少したことが主な要因です。

　固定負債は、35億15百万円で前期末に対して14億８百万円増加いたしました。「社債」・「長期借入金」が12億43

百万円増加、「退職給付引当金」が22百万円減少、「長期為替予約」が98百万円増加、「長期リース債務」が90百万

円増加したことが主な要因です。

（純資産）

　当第３四半期末の純資産は、40億80百万円で前期末に対して66百万円減少いたしました。

「繰越利益剰余金」が41百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が１億７百万円減少したことが主な要因です。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四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１億87百万減少し７億52

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28百万円となりました。これは、税引前四半期純利益が１億82百万円、減価償却

費が２億15百万円、賞与引当金の減少額が１億37百万円、その他の引当金の増加額が50百万円、売上債権の増加額が

11億91百万円、たな卸資産の増加額が２億11百万円、仕入債務の増加額が13億２百万円、デリバティブ評価損が98百

万円、未収入金の増加額が３億28百万円あったことが主な要因です。
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　投資活動によって使用した資金は20百万円となりました。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63百万円、有形固定資産の売却による収

入が44百万円、投資有価証券の取得による支出が７百万円、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１億35百万円となりました。これは、短期借入れの純増加額が１億67百万円、長

期借入れによる収入が16億30百万円、長期借入金の返済による支出が15億36百万円、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78百万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

　当第４四半期におきましても、経営を取り巻く環境の厳しさは当面継続すると見込まれるなか、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および在宅医療・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、全社をあげて一層の効率的な経費支出・節約を推進し、利益面の向上策に積極的に努めてまいり

ます。

　通期業績予想につきましては、平成20年10月31日発表の数値を変更しておりません。　

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３四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３四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、従来、耐用年度数を２～10年としておりましたが、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、３～７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6,975千円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前四半期純利益は、それぞれ5,874千円減少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,274,837 1,447,569

受取手形 1,148,118 848,924

売掛金 5,080,318 4,180,947

商品 666,668 484,365

製品 1,208,806 1,184,062

原材料 175,334 184,035

仕掛品 323,381 306,617

貯蔵品 116,840 120,275

繰延税金資産 119,897 167,822

その他 695,952 365,860

貸倒引当金 △39,931 △34,797

流動資産合計 10,770,223 9,255,681

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,209,554 2,297,394

機械及び装置（純額） 207,630 265,003

土地 2,337,504 2,372,810

リース資産（純額） 107,167 －

その他（純額） 161,322 169,210

有形固定資産合計 5,023,179 5,104,419

無形固定資産   

のれん 28,571 45,714

商標権 1,706 1,861

ソフトウエア 11,745 12,426

その他 14,053 10,620

無形固定資産合計 56,076 70,622

投資その他の資産   

投資有価証券 418,693 595,275

出資金 430 320

長期貸付金 125,000 125,000

破産更生債権等 213,924 221,142

繰延税金資産 256,150 183,678

保険積立金 136,505 136,589

長期預金 100,000 100,000

その他 198,166 200,501

貸倒引当金 △245,875 △246,888

投資その他の資産合計 1,202,995 1,315,619

固定資産合計 6,282,250 6,490,661

資産合計 17,052,474 15,746,342



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,460,952 2,934,613

買掛金 2,712,130 1,935,662

短期借入金 1,540,000 1,372,500

1年内返済予定の長期借入金 905,780 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 12,182 82,062

未払費用 433,428 390,526

未払法人税等 7,276 34,120

預り金 50,302 13,516

賞与引当金 77,495 215,389

売上割戻引当金 186,828 136,096

その他 47,409 22,742

流動負債合計 9,456,285 9,492,085

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 2,096,110 1,152,435

リース債務 90,027 －

退職給付引当金 516,961 539,048

長期未払金 63,300 64,070

長期預り保証金 159,111 159,808

為替予約 290,295 191,697

固定負債合計 3,515,805 2,107,060

負債合計 12,972,090 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 836,098 794,717

自己株式 △2,280 △2,027

株主資本合計 4,000,514 3,959,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,868 187,811

評価・換算差額等合計 79,868 187,811

純資産合計 4,080,383 4,147,197

負債純資産合計 17,052,474 15,746,342



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 22,593,105

売上原価 18,530,329

売上総利益 4,062,775

販売費及び一般管理費 3,762,079

営業利益 300,695

営業外収益  

受取利息 7,068

受取配当金 10,242

受取賃貸料 99,977

為替差益 23,998

仕入割引 18,977

その他 8,876

営業外収益合計 169,139

営業外費用  

支払利息 64,616

債権売却損 38,951

賃貸収入原価 45,051

デリバティブ評価損 98,598

その他 21,381

営業外費用合計 268,598

経常利益 201,236

特別利益  

固定資産売却益 10,511

貸倒引当金戻入額 4,112

その他 681

特別利益合計 15,305

特別損失  

固定資産除売却損 22,945

投資有価証券評価損 1,993

会員権評価損 8,650

特別損失合計 33,589

税引前四半期純利益 182,952

法人税、住民税及び事業税 14,397

法人税等調整額 49,231

法人税等合計 63,628

四半期純利益 119,324



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 182,952

減価償却費 215,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,087

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） △137,894

その他の引当金の増減額（△は減少） 50,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,121

受取利息及び受取配当金 △17,311

支払利息 64,616

固定資産売却損益（△は益） 3,787

固定資産除却損 8,646

為替差損益（△は益） 2,645

デリバティブ評価損益（△は益） 98,598

売上債権の増減額（△は増加） △1,191,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,675

仕入債務の増減額（△は減少） 1,302,807

預り敷金及び保証金の受入による収入 1,110

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） △328,739

その他 27,672

小計 51,058

利息及び配当金の受取額 19,135

利息の支払額 △64,135

法人税等の支払額 △34,868

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,809

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 △136,360

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 △7,132

有形固定資産の取得による支出 △63,099

有形固定資産の売却による収入 44,360

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 △5,337

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 △3,086

差入保証金の回収による収入 4,705

保険積立金の積立による支出 △14,650

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 △1,373

その他 2,796

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,998



（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 167,500

長期借入れによる収入 1,630,941

長期借入金の返済による支出 △1,536,342

社債の発行による収入 293,989

社債の償還による支出 △600,000

リース債務の返済による支出 △12,788

自己株式の取得による支出 △253

配当金の支払額 △78,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,585

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 752,265



　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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 21,284,601

Ⅱ　売上原価 17,480,303

売上総利益 3,804,297

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,759,968

営業利益 44,328

Ⅳ　営業外収益 156,659

Ⅴ　営業外費用 161,390

経常利益 39,597

Ⅵ　特別利益 18,394

Ⅶ　特別損失 8,957

税引前第３四半期純利益 49,034

法人税、住民税及び事業税 14,942

法人税等調整額 4,511

第３四半期純利益 29,580

  

－ 1 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前第３四半期純利益 49,034

減価償却費 209,970

賞与引当金の増減（△）額 △154,158

売上割戻引当金の増減（△）額 169,128

退職給付引当金の増減（△）額 25,451

長期未払金の増減（△）額 △212,498

貸倒引当金の増減（△）額 24,613

受取利息及び受取配当金 △23,345

支払利息 63,465

売上債権の増（△）減額 △871,208

たな卸資産の増（△）減額 △91,312

仕入債務の増減（△）額 610,225

その他 △106,418

小計 △307,052

利息及び配当金の受取額 23,862

利息の支払額 △63,693

法人税等の支払額 △151,477

営業活動によるキャッシュ・フロー △498,360

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 △10,005

定期預金の払戻による収入 80,100

有形固定資産の取得による支出 △156,852

有形固定資産の売却による収入 220

有価証券の売却による収入 36,248

投資有価証券の売却による収入 183,312

保険積立金の積立による支出 △17,478

保険積立金の払戻による収入 245,760

その他 △7,417

投資活動によるキャッシュ・フロー 353,889

－ 2 －



前年同四半期
（平20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金増減（△）額 265,000

長期借入れによる収入　 879,284

長期借入金の返済による支出 △807,692

社債の償還による支出　 △40,000

自己株式の取得による支出 △267

配当金の支払額 △89,799

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,524

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,116

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 59,936

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四半期末残高 626,141

－ 3 －



６．その他の情報

該当事項はありません。

－ 4 －
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