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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 4,669 ― 872 ― 876 ― 512 ―

20年3月期第3四半期 4,668 17.8 814 △1.6 813 △1.1 482 △3.6

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 17,541.28 ―

20年3月期第3四半期 16,523.10 ―

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 8,417 6,625 78.7 226,911.77
20年3月期 8,658 6,358 73.5 217,770.50

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  6,625百万円 20年3月期  6,358百万円

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 ― 0.00 ― 8,400.00 8,400.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5,100.00 5,100.00

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 7,835 17.5 1,577 14.8 1,563 13.7 903 3.5 30,943.84

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、４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、４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 無

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 29,200株 20年3月期 29,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 ―株 20年3月期 ―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 29,200株 20年3月期第3四半期 29,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、発表日現在の将来に関する見通し及び、計画に基く予測が含まれており、経済情勢・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不
安定要因により、実際の業績が予想数値と大きく異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。  
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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我が国の経済は、世界的な景気後退、金融危機などの影響を受け、株式・為替市

場、原材料等商品市場の大幅な変動や信用収縮、企業の生産減・設備投資の抑制が急速に進む中、大手企業を中心に

相次いでコスト圧縮のための人員削減の発表が相次ぐなど、雇用情勢も悪化の一途を辿っており、極めて厳しい局面

となりました。 

 医療機器業界におきましては、販売ターゲットとする医療機関を取り巻く環境が益々厳しくなる中、医療機関が効

率化を推進し予算の緊縮化が進んでいる事、更には施設数の減少が進んでいる事や、急激な円高の進行に伴い価格競

争で優位に立つ国外医療機器メーカーの攻勢により、メーカー間の競争が一段と厳しさを増しております。 

 このような厳しい環境の中、当社では、本社並びに全国の支店・営業所・出張所に営業担当人員及び技術担当人員

を適切に配置し、状況に応じて各拠点間でフォローアップを行う等、機動的な体制を構築してまいりました。社内体

制の整備を通じ、現有の経営資源の有効活用を徹底することにより、業務の効率化を推進し、営業力と顧客満足度の

更なる向上に努めてまいりました。その一方、国内の採血管準備装置の販売におきましては、平成20年９月のリーマ

ン・ブラザーズ倒産以降急激に悪化した金融環境のもと、更新実施の暫定的先延ばしが発生致しました。また、第３

四半期初め以降の急激な円高基調が続く環境下で、円建てでの輸出を行っている採血管準備装置をはじめとする各種

装置の国外市場での販売が鈍化しております。為替変動により販売先が設定していた予算を超過する案件が発生した

結果、販売が先送りとなる等、その影響が顕在化してまいりました。「産科医療補償制度」の適用に伴い国内市場で

の販売台数の増加を見込んでいた血液ガス分析装置の営業活動においては、販売台数は増加したものの、価格競争で

優位に立つ国外医療機器メーカーの値引き攻勢が続くなど、期初計画段階の想定を超える厳しい経営環境となってお

ります。 

 以上の結果、第３四半期累計期間の売上高は4,669,225千円（前年同期比0.0％増加）、売上総利益は2,318,844千

円（前年同期比3.0％増加）となりました。 

 収益面におきましては、急激な勢いで厳しさを増す経営環境の中、引き続き必要経費の選択と集中を徹底してまい

りました。その結果、販売費及び一般管理費は1,446,168千円（前年同期比0.6％増加）となり、営業利益は872,676

千円（前年同期比7.2％増加）、経常利益は876,098千円（前年同期比7.7％増加）、四半期純利益は512,205千円（前

年同期比6.2％増加）となりました。 

  

 装置別の販売状況は以下のとおりであります。 

①採血管準備装置 

 当第３四半期累計期間における採血管準備装置の売上高は1,969,825千円（前年同期比6.4％減少）となりました。

 国内での営業活動におきましては、 新機種「BC・ROBO-888」を中心に、多様なユーザーニーズに対応した製品ラ

インアップの基で、「大規模病院」、「中規模病院」、「健診センター」を中心とした新規納入案件の積上げ、「大

規模病院」を中心とした更新需要の取り込みに注力してまいりました。しかしながら、世界的な金融危機の影響を受

けた、平成20年９月のリーマン・ブラザーズ倒産以降の急激な信用収縮への緊急的且つ暫定的対応から、更新実施の

先延ばしが発生致しました。 

 国外での営業活動におきましては、展示会への出展を通じて「採血管準備装置」の認知度向上並びに導入後の採血

業務の効率化をアピールし、販売地域の拡大と販売基盤の強化を推進してまいりました。しかしながら、第３四半期

（10～12月）に入り、世界的な景気後退、金融危機に端を発する円高基調の為替相場の影響を受け、円建てでの輸出

を行っている当社取り扱い製品価格が、輸出地通貨の対円価値の急激な低下に伴い、輸出地通貨建てで急上昇したた

めに、販売先送りとなる案件が発生する等、急速に市場環境が悪化しており、期初計画段階の想定を超える厳しい環

境下で営業活動を展開してまいりました。  

  

②検体検査装置 

 当第３四半期累計期間における検体検査装置の売上高は384,658千円（前年同期比1.9％増加）となりました。 

 国内での営業活動におきましては、「産科医療補償制度」の適用に伴い、「産婦人科」を販売ターゲットとした血

液ガス分析装置の販売台数は増加したものの、メーカー間の価格競争が一段と厳しさを増しております。特に、為替

相場が円高基調で推移していることにより、価格競争で優位に立つ国外医療機器メーカーが攻勢を強めており、期初

計画段階の想定を超える厳しい市場環境となりました。市場環境の急激な変化を受け、装置納入後の消耗品の恒常的

な売上を勘案した上で、採算がとれる案件を精査し営業活動を展開してまいりました。 

 国外での営業活動におきましては、継続して当社製品の性能の高さを全面に推し出した積極的な営業活動を展開し

てまいりましたが、第３四半期（10～12月）に入り、世界的な景気後退、金融危機に端を発する円高基調の為替相場

の影響を受け、円建てでの輸出を行っている当社製品におきましては、国外医療機器メーカーとの価格競争面で不利

な状況が続いており、期初計画段階の想定を超える厳しい環境下で営業活動を展開してまいりました。 



③消耗品 

 当第３四半期累計期間における消耗品等の売上高は2,135,287千円（前年同期比9.2％増加）となりました。 

 当社の採血管準備装置、検体検査装置の累計納入台数に比例して、装置に使用する消耗品は、国内外において順調

に売上を拡大してまいりました。消耗品の品質の向上、アフターサービスの充実に努めた結果、期初計画とおりに推

移いたしました。 

  

④その他 

 当第３四半期累計期間におけるその他セグメントの売上高は179,454千円（前年同期比22.4％減少）となりまし

た。 

 検査システム・電子カルテにおきましては、引き続き更新需要を確実に捕捉する営業活動を展開してまいりまし

た。 

  

  

※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。従いまして、当第２四半期累計期間の

損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なることから、前年同期比較に関する情報は参考として記

載しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産の残高は8,417,232千円となり、前事業年度末比240,855千円減少しました。これ

は主に、本社第４ビル建設用地の取得、法人税等の納付、借入金の返済等により現金及び預金が694,202千円減少、

採血管準備装置を中心とした大型案件の成約により売上債権が244,204千円増加、第４四半期における販売を見越

し、採血管準備装置の 新機種「BC・ROBO-888」を増産した結果、製品が99,203千円増加した事によるものでありま

す。 

 当第３四半期会計期間末の負債の残高は1,791,409千円となり、前事業年度末比507,780千円減少しました。これは

主に、法人税等の納付により未払法人税等が230,475千円減少、買掛金が230,430千円減少、借入金が52,000千円減少

した事によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末の純資産の残高は6,625,823千円となり、前事業年度末比266,925千円増加しました。これ

は利益剰余金の増加266,925千円によるものであります。なお、自己資本比率は78.7％となり、前事業年度末比5.2ポ

イント上昇しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期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2,009,156千円とな

り、前事業年度末比777,261千円の減少となりました。 

 営業活動の結果195,675千円の資金減少となりました。これは主に、税引前四半期純利益876,098千円を計上したも

のの、採血管準備装置を中心とした大型案件の売上計上に伴う売上債権の増加額244,204千円、第４四半期における

販売を見越した採血管準備装置の 新機種「BC・ROBO-888」の増産に伴うたな卸資産の増加額79,245千円、仕入債務

の減少額230,430千円、法人税等の支払額565,689千円があった事によるものであります。 

 投資活動の結果285,490千円の資金減少となりました。これは主に、第４ビル建設用地の取得に係る有形固定資産

の取得による支出198,425千円、定期預金の預入による支出83,059千円があった事によるものであります。 

 財務活動の結果296,095千円の資金減少となりました。これは、配当金の支払額244,095千円、長期借入金の返済に

よる支出52,000千円があった事によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間の当社の業績は、売上高、利益共に期初予想をやや下回る水準で推移しました。世界的な景

気後退による金融環境悪化への対応として、国内採血管準備装置の更新実施の暫定的な先延ばし、また平成20年10月

以降の急激な円高に伴う国外市場での装置販売台数の伸び悩み並びに「産科医療補償制度」の適用に伴い国内市場で

の販売台数の増加を見込んでいた血液ガス分析装置については、国外医療機器メーカーとの価格競争が一段と厳しさ

を増していることが、売上高の下押し要因となりました。利益面に関しては、コストパフォーマンスに優れた採血管

準備装置の 新機種「BC・ROBO-888」が寄与したものの、売上高が期初予想を下回ったことによる影響を吸収するこ

とができなかったことによるものであります。 

 第４四半期におきましても、厳しい経営環境が続くことが予想されますが、年間を通じて売上が特に集中する国内

市場での採血管準備装置の新規案件、更新案件の確実な取り込み並びに国外市場で販売先送りとなっている案件の成



約に注力した営業活動を実施し、仕入原価低減及び販売費及び一般管理費削減に努める事により期初計画の達成を図

ってまいります。 

 当第３四半期決算短信発表日時点で、平成20年５月13日発表の決算短信で開示した平成21年３月期の通期業績予想

に修正はありません。  

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．簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基

づく年間償却予定額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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 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。  

この変更による当第３四半期累計期間の損益への影響はありません。 



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 3,259,340 3,953,543

受取手形 582,923 549,962

売掛金 2,626,688 2,415,445

製品 485,117 385,914

原材料 37,487 29,552

仕掛品 30,657 58,550

前払費用 4,132 4,042

繰延税金資産 24,296 64,638

その他 997 26,276

流動資産合計 7,051,641 7,487,926

固定資産   

有形固定資産   

建物 622,090 622,090

減価償却累計額 △286,510 △270,119

建物（純額） 335,580 351,970

構築物 3,742 3,742

減価償却累計額 △2,260 △2,101

構築物（純額） 1,482 1,640

工具、器具及び備品 29,094 29,094

減価償却累計額 △26,454 △25,769

工具、器具及び備品（純額） 2,639 3,325

土地 787,326 588,901

有形固定資産合計 1,127,028 945,837

無形固定資産   

商標権 1,916 －

ソフトウエア 2,497 3,351

電話加入権 1,177 1,177

無形固定資産合計 5,591 4,529

投資その他の資産   

出資金 7,510 7,510

繰延税金資産 121,906 112,365

保険積立金 73,668 72,038

差入保証金 29,886 27,880

投資その他の資産合計 232,970 219,793

固定資産合計 1,365,591 1,170,161

資産合計 8,417,232 8,658,087



（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   

買掛金 994,720 1,225,150

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 67,900 76,700

未払金 94,754 43,529

未払法人税等 65,572 296,047

未払消費税等 4,036 19,317

未払費用 42,707 39,314

預り金 16,855 6,230

賞与引当金 38,100 85,000

その他 2,808 25,124

流動負債合計 1,427,454 1,916,414

固定負債   

長期借入金 59,200 102,400

役員退職慰労引当金 163,205 145,205

製品保証引当金 132,959 126,643

受入保証金 8,590 8,525

固定負債合計 363,954 382,774

負債合計 1,791,409 2,299,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,069,800 1,069,800

資本剰余金 967,926 967,926

利益剰余金 4,588,097 4,321,172

株主資本合計 6,625,823 6,358,898

純資産合計 6,625,823 6,358,898

負債純資産合計 8,417,232 8,658,087



（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 4,669,225

売上原価 2,350,380

売上総利益 2,318,844

販売費及び一般管理費 1,446,168

営業利益 872,676

営業外収益  

受取利息 6,002

その他 165

営業外収益合計 6,167

営業外費用  

支払利息 2,745

営業外費用合計 2,745

経常利益 876,098

税引前四半期純利益 876,098

法人税、住民税及び事業税 333,091

法人税等調整額 30,801

法人税等合計 363,893

四半期純利益 512,205



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,420,574

売上原価 702,780

売上総利益 717,793

販売費及び一般管理費 453,502

営業利益 264,290

営業外収益  

受取利息 354

その他 54

営業外収益合計 408

営業外費用  

支払利息 677

営業外費用合計 677

経常利益 264,022

税引前四半期純利益 264,022

法人税、住民税及び事業税 81,290

法人税等調整額 29,192

法人税等合計 110,482

四半期純利益 153,539



（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 876,098

減価償却費 18,172

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,315

受取利息及び受取配当金 △6,002

支払利息 2,745

売上債権の増減額（△は増加） △244,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,245

仕入債務の増減額（△は減少） △230,430

その他の資産の増減額（△は増加） 23,559

その他の負債の増減額（△は減少） 52,148

小計 366,757

利息及び配当金の受取額 6,002

利息の支払額 △2,745

法人税等の支払額 △565,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,675

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 △83,059

有形固定資産の取得による支出 △198,425

無形固定資産の取得による支出 △2,000

差入保証金の差入による支出 △3,062

差入保証金の回収による収入 1,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,490

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △52,000

配当金の支払額 △244,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △777,261

現金及び現金同等物の期首残高 2,786,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,009,156



 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。 



「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 4,668,846 

Ⅱ 売上原価 2,416,470 

売上総利益 2,252,375 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,438,129 

営業利益 814,246 

Ⅳ 営業外収益 3,765 

Ⅴ 営業外費用 4,543 

経常利益 813,467 

税金等調整前四半期純利益 813,467 

税金費用 330,993 

四半期純利益 482,474 



（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 

（平成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   

税金等調整前四半期純利益 813,467 

減価償却費 19,989 

賞与引当金の減少額 △62,036 

製品保証等引当金の減少額 △761 

役員退職慰労引当金の増加額 4,805 

受取利息及び受取配当金 △3,509 

支払利息 4,543 

売上債権の増加額 △250,944 

たな卸資産の増加額  △127,917 

仕入債務の減少額 △285,980 

その他資産の減少額 3,874 

その他負債の減少額 △18,677 

小計 96,853 

利息及び配当金の受取額 3,509 

利息の支払額 △4,543 

法人税等の支払額 △526,556 

営業活動によるキャッシュ・フロー △430,737 

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 △90,939 

定期預金の払戻しによる収入 5,000 

無形固定資産の取得による支出  △2,899 

差入保証金の差入による支出 △5,177 

差入保証金の返還による収入 2,051 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,964 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の借入による収入 100,000 

短期借入金の返済による支出 △200,000 

長期借入金の返済による支出 △58,500 

配当金の支払額 △214,918 

財務活動によるキャッシュ・フロー △373,418 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △896,119 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,775,744 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,879,624 



６．その他の情報 

(1）生産実績 

 当第３四半期累計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は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）販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（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） 

採血管準備装置（千円） 2,255,426 

検体検査装置（千円） 328,958 

消耗品等（千円） 2,104,803 

その他（千円） 173,232 

合計（千円） 4,862,421 

品目別 
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） 

採血管準備装置（千円） 1,969,825 

検体検査装置（千円） 384,658 

消耗品等（千円） 2,135,287 

その他（千円） 179,454 

合計（千円） 4,669,225 
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