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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4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3月期第3四半期 33,687 ― 1,597 ― 1,502 ― 1,026 ―

20年3月期第3四半期 33,267 4.0 894 △17.6 491 △46.3 30 △94.0

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 23.74 ―

20年3月期第3四半期 0.70 ―

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3月期第3四半期 42,809 22,859 53.4 528.20
20年3月期 42,807 23,040 53.8 532.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,840百万円 20年3月期  23,016百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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 45,900 5.4 1,800 77.4 1,300 686.3 1,100 8.3 25.43

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・財務情報等】 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・財務情報等】 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、様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 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  43,844,932株 20年3月期  43,844,932株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  602,281株 20年3月期  580,809株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  43,252,139株 20年3月期第3四半期  43,273,133株
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当社グループを取り巻く環境は、国内において、医療費抑制策の一つとして昨年４月に診療報酬の引

き下げが実施されたほか、国内外において、米国の金融危機に端を発した株価下落や急激な円高など、

引き続き厳しいものとなっております。  

 このような環境下において、当社グループでは「医療の安全」「医療の効率化」「再生医療」の３つ

をキーワードとして、製品の開発・生産・販売に注力しております。輸液輸血群では、医療の安全性向

上に役立つ製品を、透析群では安全で効率の良い透析医療に貢献する血液透析装置ほか関連製品を、循

環器群では心肺回路、膜型人工肺などの自社開発製品を中心に事業を展開し、業績の向上に努めており

ます。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、336億8,791万円（前年同期比1.3%増）となりま

した。  

 利益につきましては、増収に加え、高付加価値製品の売上増加に伴い収益性が改善した一方で、前連

結会計年度に発生した一時的な販売管理費が解消したこと等から、営業利益及び経常利益はそれぞれ15

億9,713万円（前年同期比78.5%増）、15億241万円（前年同期比205.8%増）となりました。また、新会

計基準の適用に伴うたな卸資産評価損の計上や株式市場低迷による投資有価証券評価損の発生があるも

のの、四半期純利益は10億2,667万円と大幅な増益になりました。  

  

システム部門別の業績は次のとおりであります。 

(1) 輸液輸血群 

国内においては、感染・医療事故防止に貢献する「プラネクタ」関連製品や経口・経腸栄養システ

ム製品が引き続き好調に販売を伸ばしたほか、輸液ポンプの販売も増加しました。海外においては、

北米向け成分献血用回路の販売が大幅に伸張したほか、アジア向け等の血液バッグの販売も好調に推

移し、現地通貨ベースでは伸張しましたが、為替の影響を受けております。その結果、売上高は147

億4,360万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

(2) 一般用品群 

国内において、検診用手袋等の販売が引き続き好調に推移したものの、医療用テープの輸出販売が

円高の影響を受けて減少した結果、売上高は35億9,013万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

(3) 透析群 

国内においては、透析医療の安全と効率に貢献する血液透析装置及びその周辺機器の販売が大きく

伸びました。海外においては、ＡＶＦ針の販売が北米及び欧州において大幅に増加しました。その結

果、売上高は112億4,417万円（前年同期比7.0%増）となりました。 

(4) 循環器群 

国内において、診療報酬改定の影響等によりペースメーカーの販売が減少しましたが、心肺回路及

びその関連製品の販売が引き続き伸張しました。その結果、売上高は31億5,824万円（前年同期比

5.9%増）となりました。 

(5) その他 

その他の売上高は9億5,176万円（前年同期比2.3%減）となりました。 

  

（注）前年同期との比較は参考として記載しております。 

【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
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 当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ141万円増加の428億

909万円となりました。各資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

■資産 

 流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億2,275万円増加の263億9,760万円となりました。この

主な要因は、たな卸資産の増加によるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億2,133万円減少の164億1,149万円となりました。この

主な要因は、時価評価に伴う投資有価証券の減少によるものであります。 

■負債 

 流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ6億9,840万円増加の162億4,211万円となりました。この

主な要因は、仕入債務の増加によるものであります。 

 固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5億1,585万円減少の37億793万円となりました。この主

な要因は、長期借入金の減少によるものであります。 

■純資産 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1億8,112万円減少の228億5,904万円となりました。この主

な要因は、四半期純利益による利益剰余金の増加の一方で、円高による為替換算調整勘定の影響による

ものであります。 

 なお、自己資本比率は0.4ポイント低下し、53.4%となり、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末

に比べ3円81銭減少の528円20銭となりました。 

  

平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績が貢献す

るものの、金融・経済情勢の変動が激しい状況を踏まえ、従来公表しております連結業績予想につい

て、現時点では変更しておりません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 

  

① 簡便な会計処理 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、かつ、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

 一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

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 「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、商品・製品は低価法から、原材

料・仕掛品・貯蔵品は原価法から、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益

がそれぞれ78,242千円、税金等調整前四半期純利益が150,497千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行なっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が8,190千

円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ6,148千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

④ 「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 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。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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

(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
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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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,466,066 3,818,588

受取手形及び売掛金 13,950,699 12,712,892

有価証券 52,383 52,223

商品及び製品 4,796,760 4,683,241

仕掛品 1,508,141 1,429,418

原材料及び貯蔵品 2,506,507 2,383,781

その他 1,129,078 608,819

貸倒引当金 △12,036 △14,121

流動資産合計 26,397,600 25,674,843

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,141,309 4,391,958

その他（純額） 8,817,829 8,869,626

有形固定資産合計 12,959,139 13,261,585

無形固定資産   

のれん 13,265 84,723

その他 757,472 832,708

無形固定資産合計 770,737 917,432

投資その他の資産   

投資有価証券 1,544,021 1,803,686

その他 1,178,622 1,191,624

貸倒引当金 △41,023 △41,493

投資その他の資産合計 2,681,619 2,953,817

固定資産合計 16,411,496 17,132,834

資産合計 42,809,097 42,807,677
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（単位：千円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,336,958 6,697,965

短期借入金 4,144,510 3,921,210

1年内返済予定の長期借入金 1,276,734 1,276,162

未払法人税等 297,986 296,519

製品保証引当金 12,222 12,666

賞与引当金 384,375 726,293

その他 2,789,329 2,612,897

流動負債合計 16,242,115 15,543,713

固定負債   

長期借入金 2,812,090 3,146,570

退職給付引当金 272,876 242,860

役員退職慰労引当金 148,162 141,435

その他 474,806 692,927

固定負債合計 3,707,935 4,223,793

負債合計 19,950,051 19,767,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,522,219 6,522,219

資本剰余金 9,473,884 9,473,884

利益剰余金 8,812,186 7,978,992

自己株式 △239,650 △234,019

株主資本合計 24,568,640 23,741,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,987 143,705

為替換算調整勘定 △1,729,652 △867,831

評価・換算差額等合計 △1,727,665 △724,125

少数株主持分 18,071 23,218

純資産合計 22,859,045 23,040,170

負債純資産合計 42,809,097 42,807,677
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 33,687,918

売上原価 23,703,398

売上総利益 9,984,520

販売費及び一般管理費 8,387,383

営業利益 1,597,136

営業外収益  

受取利息 27,046

受取配当金 21,168

その他 88,734

営業外収益合計 136,949

営業外費用  

支払利息 96,902

持分法による投資損失 40,198

その他 94,570

営業外費用合計 231,671

経常利益 1,502,414

特別利益  

固定資産売却益 4,766

投資有価証券売却益 504

貸倒引当金戻入額 166

特別利益合計 5,437

特別損失  

固定資産売却損 2,732

固定資産廃棄損 50,854

投資有価証券評価損 31,878

たな卸資産評価損 72,255

特別損失合計 157,720

税金等調整前四半期純利益 1,350,130

法人税、住民税及び事業税 328,326

法人税等調整額 △6,408

法人税等合計 321,917

少数株主利益 1,541

四半期純利益 1,026,671
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 1,350,130

減価償却費 1,641,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） △166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,052

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,781

受取利息及び受取配当金 △48,214

支払利息 96,902

手形売却損 2,082

為替差損益（△は益） 17,712

持分法による投資損益（△は益） 40,198

固定資産売却損益（△は益） △2,034

固定資産廃棄損 50,854

投資有価証券売却損益（△は益） △504

投資有価証券評価損益（△は益） 31,878

売上債権の増減額（△は増加） △1,560,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △594,439

仕入債務の増減額（△は減少） 737,220

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,103

その他の流動資産の増減額（△は増加） △575,857

その他の流動負債の増減額（△は減少） △209,566

その他 74,898

小計 1,146,783

利息及び配当金の受取額 47,789

利息の支払額 △94,593

法人税等の支払額 △421,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 678,229
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（単位：千円）

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

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 △1,322

定期預金の払戻による収入 31,671

有形固定資産の取得による支出 △1,506,635

有形固定資産の売却による収入 8,580

無形固定資産の取得による支出 △121,070

無形固定資産の売却による収入 126

投資有価証券の取得による支出 △27,513

投資有価証券の売却による収入 5,504

貸付金の回収による収入 12,880

その他 8,736

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,589,041

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 12,464,540

短期借入金の返済による支出 △12,210,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △773,700

自己株式の売却による収入 2,488

自己株式の取得による支出 △8,968

配当金の支払額 △194,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △187,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,318,895

現金及び現金同等物の期首残高 3,760,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,441,220
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は、基本的に医療機器・医薬品の製造・販売を行っており、当第３四半期連結累計

期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)において、この部門での売上高及び営業利益の金額

が、すべての部門の売上高及び営業利益の金額の90％を超えているため記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ………中国、韓国、シンガポール、インドネシア 

(2) ヨーロッパ ………ドイツ 

(3) その他の地域………アメリカ 

３ 会計処理方法の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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」に記載のとおり、棚卸資産

の評価方法を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、営業利益は「日本」が78,242千円

減少しております。 

(2)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 

 「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」に記載のとおり、連結決算

上必要な調整を行っていることにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、営業利益は「アジア」が

4,229千円、「ヨーロッパ」が3,961千円それぞれ減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(千円)

アジア  
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

その他の 
地域 

(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

23,869,667 5,377,794 2,744,843 1,695,613 33,687,918 ― 33,687,918

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,745,655 4,332,774 3,304 5,000 8,086,734 (8,086,734) ―

計 27,615,322 9,710,568 2,748,148 1,700,613 41,774,652 (8,086,734) 33,687,918

営業利益又は営業損失(△) 420,149 676,690 456,534 66,750 1,620,125 (22,988) 1,597,136
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【海外売上高】 

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………アメリカ、カナダ等 

(2) ヨーロッパ ………ドイツ、フランス等 

(3) アジア・大洋州………中国、オーストラリア等 

(4) その他の地域 ………ブラジル、アルゼンチン等 

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

北米 ヨーロッパ アジア・大洋州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,199,976 2,623,033 2,868,900 1,543,629 10,235,540

Ⅱ 連結売上高(千円) 33,687,918

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.5 7.8 8.5 4.6 30.4

(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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「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 33,267,083

Ⅱ 売上原価 23,496,472

   売上総利益 9,770,610

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,875,616

   営業利益 894,993

Ⅳ 営業外収益 126,007

Ⅴ 営業外費用 529,637

   経常利益 491,363

Ⅵ 特別利益 130,752

Ⅶ 特別損失 85,298

   税金等調整前 

   四半期純利益
536,817

   法人税等 499,451

   少数株主利益 6,869

   四半期純利益 30,497

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４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 1,200,903

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,116,045

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 555,829

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 88,929

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 270,383

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,928,514

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び 

  現金同等物の増減額
△ 4,893

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  四半期末残高
2,653,237

（3）所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

日本（千円） アジア（千円）
ヨーロッパ 

（千円）

その他の 

地域（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
22,589,130 6,000,088 2,754,756 1,923,108 33,267,083 ― 33,267,083

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
3,249,134 4,509,126 5,039 2,083 7,765,383 (7,765,383) ―

計 25,838,265 10,509,214 2,759,795 1,925,191 41,032,466 (7,765,383) 33,267,083

営業費用 26,268,344 9,681,000 2,281,934 1,849,783 40,081,062 (7,708,973) 32,372,089

営業利益又は 

営業損失(△)
△430,079 828,213 477,861 75,408 951,404 (56,410) 894,993
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