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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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6月期第2四半期 26,647 ― 65 ― 8 ― △33 ―
20年6月期第2四半期 26,797 7.3 141 △22.8 120 △33.6 43 △28.5

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6月期第2四半期 △5.98 ―
20年6月期第2四半期 7.77 ―

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6月期第2四半期 20,352 2,291 11.3 408.38
20年6月期 19,142 2,436 12.7 434.23

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  2,291百万円 20年6月期  2,436百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 57,430 5.6 469 12.0 404 7.2 172 25.3 30.67

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．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、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、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。  

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6月期第2四半期  6,250,000株 20年6月期  6,250,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  638,980株 20年6月期  638,980株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  5,611,020株 20年6月期第2四半期  5,611,020株



〈医療器材事業〉 

手術関連消耗品は、引き続き高い成長を維持し、前年同期比110.2％と売上高を大きく伸ばしまし

た。 

整形外科関連消耗品は、近畿（兵庫・大阪・奈良）・広島・香川での新規顧客の獲得により、前年同

期比103.0％の売上高となりました。 

循環器関連消耗品は、経皮的冠動脈形成術領域における技術革新により、再発防止技術（薬剤溶出ス

テント）が定着し、再治療を必要とする患者数が減少しました。そのため、再拡張治療を必要とする症

例数が減少し、売上高は前年同期比93.6％にとどまりました。 

その結果、売上高226億81百万円（前年同期比 0.3％増）、営業利益１億59百万円（前年同期比

32.8％減）となりました。 

  

〈ライフサイエンス事業〉 

試薬・診断薬分野の売上高は順調に伸びました。しかし、基礎研究分野の予算削減が影響し、売上高

17億59百万円（前年同期比 3.1％減）、営業損失18百万円（前年同期 営業損失28百万円）となりま

した。 

平成20年11月に広島営業所（広島市西区）を開設いたしました。 

  

〈ＳＰＤ事業〉 

昨年４月に２施設、10月に１施設で運用を開始しました。しかし、昨年３月に１施設で契約を解消し

たため、売上高は若干減少しました。 

その結果、売上高30億55百万円（前年同期比 3.8％減）、営業利益７百万円（前年同期比 

55.5％増）となりました。 

  

〈その他事業〉 

在宅ベッドの新規レンタル契約が順調に増加し、売上高２億79百万円（前年同期比 5.4％増）、営

業利益21百万円（前年同期比 66.5％増）となりました。 

  

このほか、保険解約損を計上した結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は266億47百万円

（前年同期比 0.6％減）、経常利益は8百万円（前年同期比 93.3％減）、四半期純損失は33百万円

（前年同期 四半期純利益43百万円）となりました。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は203億52百万円となり、前連結会計年度末と比べ12億10百万

円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が１億42百万円、受取手形及び売掛金が８億37百万

円、商品が５億31百万円それぞれ増加した一方で、投資その他の資産が３億４百万円減少したことによ

るものであります。 

・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

①資産、負債及び純資産の状況
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また、負債は180億61百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億55百万円の増加となりました。主

な要因は、支払手形及び買掛金が７億23百万円、短期借入金が11億円それぞれ増加した一方で、未払法

人税等が１億74百万円、長期借入金が１億92百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

純資産は22億91百万円となり、前連結会計年度末と比べ、１億45百万円減少いたしました。主な要因

は、四半期純損失により33百万円、配当金により56百万円、その他有価証券評価差額金が55百万円、そ

れぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ1.4ポイント減少し、11.3％となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計

年度末に比べ１億42百万円増加し、23億25百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は、６億42百万円となりました。 

主な要因は、仕入債務の増加により７億24百万円増加した一方で、売上債権の増加により８億37百万

円、たな卸資産の増加により５億31百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、67百万円となりました。 

主な要因は、投資有価証券の売却により15百万円増加した一方で、有形固定資産の取得により61百万

円、無形固定資産の取得により18百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、８億51百万円となりました。 

主な要因は、短期借入金が11億円増加した一方で、長期借入金が１億92百万円、配当金の支払により

55百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

  

第３四半期及び第４四半期の連結業績は、現時点におきましては当初の予想と大きく乖離しないもの

と見込んでおります。そのため、平成20年８月７日に公表した業績予想に変更はありません。 

  

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき、作成したものでありま

す。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結果となる可能性があります。 

  

②キャッシュ・フローの状況

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。 
  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

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、及び、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。 

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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」(企業会計基準委員会

平成19年３月14日 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。 

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、主として移動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

準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法

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。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「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 最終改正平成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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針

第16号)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、第１四半期連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用して

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。 

この変更に伴う損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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

③重要なリース取引の処理方法の変更
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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12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,442,460 2,299,496

受取手形及び売掛金 9,988,568 9,151,306

商品 3,223,866 2,692,117

その他 573,375 584,050

流動資産合計 16,228,270 14,726,971

固定資産   

有形固定資産 2,181,215 2,114,002

無形固定資産   

のれん 1,056,763 1,097,988

その他 196,768 209,556

無形固定資産合計 1,253,531 1,307,545

投資その他の資産 689,454 993,712

固定資産合計 4,124,201 4,415,260

資産合計 20,352,471 19,142,232

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,101,131 12,377,905

短期借入金 2,935,000 1,835,000

未払法人税等 19,272 193,923

その他 491,873 671,563

流動負債合計 16,547,278 15,078,392

固定負債   

長期借入金 902,500 1,095,000

退職給付引当金 106,451 114,274

役員退職慰労引当金 441,450 416,377

その他 63,371 1,735

固定負債合計 1,513,774 1,627,388

負債合計 18,061,052 16,705,780
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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12月31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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 607,750 607,750

資本剰余金 343,750 343,750

利益剰余金 2,191,119 2,280,760

自己株式 △833,984 △833,984

株主資本合計 2,308,634 2,398,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,214 38,176

評価・換算差額等合計 △17,214 38,176

純資産合計 2,291,419 2,436,452

負債純資産合計 20,352,471 19,142,232
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 26,647,366

売上原価 23,680,344

売上総利益 2,967,022

販売費及び一般管理費 2,901,292

営業利益 65,729

営業外収益  

受取利息 1,844

受取配当金 2,246

持分法による投資利益 402

その他 6,142

営業外収益合計 10,636

営業外費用  

支払利息 35,631

保険解約損 31,871

その他 707

営業外費用合計 68,210

経常利益 8,155

特別損失  

有形固定資産除却損 4,904

特別損失合計 4,904

税金等調整前四半期純利益 3,251

法人税、住民税及び事業税 13,870

法人税等調整額 22,912

法人税等合計 36,782

四半期純損失（△） △33,531
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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７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  

税金等調整前四半期純利益 3,251

減価償却費 98,290

のれん償却額 41,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,320

受取利息及び受取配当金 △4,091

支払利息 35,631

持分法による投資損益（△は益） △402

有形固定資産除却損 4,904

売上債権の増減額（△は増加） △837,261

たな卸資産の増減額（△は増加） △531,748

仕入債務の増減額（△は減少） 724,792

その他 56,433

小計 △412,296

利息及び配当金の受取額 3,973

利息の支払額 △32,448

法人税等の支払額 △231,367

法人税等の還付額 30,020

営業活動によるキャッシュ・フロー △642,118

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △61,610

無形固定資産の取得による支出 △18,688

投資有価証券の取得による支出 △1,797

投資有価証券の売却による収入 15,653

その他 △680

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,123

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 26,810,000

短期借入金の返済による支出 △25,710,000

長期借入金の返済による支出 △192,500

配当金の支払額 △55,973

財務活動によるキャッシュ・フロー 851,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,283

現金及び現金同等物の期首残高 2,183,645

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,325,928
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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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 医療器材事業……………医療器材販売 

(2) ライフサイエンス事業…試薬・検査薬及び理化学・分析機器の販売 

 (3) ＳＰＤ事業………………物品・情報管理及び購買管理業務 

(4) その他事業………………在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

医療器材 
事業 
(千円)

ライフサイ
エンス事業
(千円)

ＳＰＤ事業
(千円）

その他事業
(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

21,610,659 1,757,193 3,000,279 279,234 26,647,366 ― 26,647,366

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,070,834 2,580 55,477 57 1,128,950 (1,128,950) ―

計 22,681,493 1,759,774 3,055,756 279,291 27,776,316 (1,128,950) 26,647,366

  営業利益又は 
  営業損失(△)

159,300 △18,209 7,921 21,182 170,194 (104,464) 65,729

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考」

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 26,797,186 100.0

Ⅱ 売上原価 23,840,175 89.0

売上総利益 2,957,010 11.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,815,633 10.5

営業利益 141,377 0.5

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 1,560

２ 受取配当金 1,816

３ 受取保険金 13,090

４ 持分法による投資利益 270

５ 関係会社業務指導料 1,800

６ その他 6,309 24,847 0.1

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 40,053

２ その他 5,294 45,348 0.1

経常利益 120,876 0.5

Ⅵ 特別利益

１ 退職給付会計に係る簡便法から原則法
への変更時差異

3,093

２ 貴金属地金売却益 23,689 26,782 0.1

Ⅶ 特別損失

１ 有形固定資産除却損 4,852

２ 無形固定資産除却損 1,167 6,020 0.1

税金等調整前中間純利益 141,638 0.5

法人税、住民税及び事業税 19,782

法人税等調整額 78,249 98,031 0.3

中間純利益 43,607 0.2
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(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７月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間純利益 141,638

２ 減価償却費 75,620

３ のれんの償却額 45,603

４ 貸倒引当金の増加（△減少）額 24,834

５ 退職給付引当金の増加（△減少）額 △95,383

６ 役員退職慰労引当金の増加(△減少)額 22,161

７ 有形固定資産除却損 4,852

８ 無形固定資産除却損 1,167

９ 持分法による投資利益 △270

10 貴金属地金売却益 △23,689

11 受取利息及び受取配当金 △3,376

12 支払利息 40,053

13 売上債権の減少(△増加)額 △1,274,256

14 たな卸資産の減少(△増加)額 △353,156

15 仕入債務の増加(△減少)額 1,254,774

16 未収入金の減少(△増加)額 △74,045

17 未払費用の増加(△減少)額 △251,087

18 その他 97,332

小計 △367,227

19 利息及び配当金の受取額 3,351

20 利息の支払額 △40,490

21 法人税等の支払額 △247,647

22 法人税等の還付額 52,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △599,485

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金払戻しによる収入 9,622

２ 有形固定資産の取得による支出 △40,858

３ 無形固定資産の取得による支出 △35,387

４ 投資有価証券の取得による支出 △21,653

５ 貴金属地金売却による収入 47,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,742

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入れによる収入 23,070,000

２ 短期借入金の返済による支出 △21,690,000

３ 長期借入れによる収入 400,000

４ 長期借入金の返済による支出 △637,467

５ 配当金の支払額 △57,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,085,196

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 -

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 444,968

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,891,330

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,336,298
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（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７月１日 至 平成19年12月31日) 

            （単位：千円） 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

  (1) 医療器材事業……………医療器材販売 

 (2) ライフサイエンス事業…試薬・検査薬及び理化学・分析機器の販売 

 (3) ＳＰＤ事業………………物品・情報管理及び購買管理業務 

 (4) その他事業………………在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル 

  

(3) セグメント情報

医療器材 
事業

ライフサイ
エンス事業

SPD事業 その他事業 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

21,619,728 1,783,351 3,129,276 264,829 26,797,186 － 26,797,186

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

986,014 31,920 47,117 221 1,065,274 (1,065,274) －

計 22,605,742 1,815,272 3,176,394 265,051 27,862,461 (1,065,274) 26,797,186

営業費用 22,368,675 1,844,211 3,171,300 252,328 27,636,515 (980,706) 26,655,808

営業利益 
又は営業損失(△)

237,067 △28,939 5,094 12,723 225,945 (84,567) 141,377
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