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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 31,009 6.9 7,501 3.7 7,627 4.7 3,584 △11.6
20年3月期 29,010 6.3 7,232 19.4 7,285 18.7 4,054 12.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 238.47 ― 7.1 12.4 24.2
20年3月期 269.73 ― 8.3 12.1 24.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 61,941 51,505 83.1 3,425.71
20年3月期 61,514 49,631 80.7 3,300.59

（参考） 自己資本   21年3月期  51,493百万円 20年3月期  49,617百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 6,023 △2,270 △2,344 12,182
20年3月期 8,407 △3,201 △2,205 10,838

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 1,202 29.7 2.5
21年3月期 23.00 23.00 23.00 23.00 92.00 1,382 38.6 2.7
22年3月期 

（予想）
23.00 23.00 23.00 23.00 92.00 26.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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 16,060 4.8 4,130 9.6 4,180 9.2 2,510 9.3 166.98

通期 32,600 5.1 8,590 14.5 8,710 14.2 5,210 45.3 346.60
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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3月期 16,341,155株 20年3月期 16,341,155株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,309,568株 20年3月期  1,308,337株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,374 5.9 7,061 5.0 7,241 6.1 3,325 △11.3
20年3月期 28,687 5.4 6,725 19.3 6,826 18.0 3,749 10.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 221.20 ―
20年3月期 249.44 ―

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 59,798 49,787 83.3 3,312.18
20年3月期 58,770 47,436 80.7 3,155.52

（参考） 自己資本 21年3月期  49,787百万円 20年3月期  47,436百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

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 
累計期間 15,780 5.6 3,700 5.4 3,750 5.5 2,210 5.1 147.02

通期 32,210 6.0 7,780 10.2 7,970 10.1 4,700 41.3 312.67
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㈱ホギメディカル（3593） 平成 2１年 3 月期 決算短信 

 
１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における我が国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した国際的金融市場の混

乱や株式・為替市場の変動に加え、原油・原材料価格の高騰等により、企業収益は悪化し、深刻な景気後退局面と

なっております。 

当医療機器業界におきましては、医療費抑制を目的とする近年の医療制度改革の影響により、引き続き厳しい経

営環境が続いております。2008 年４月に実施された診療報酬の改定も、本体部分はプラス改定されたものの全体と

してはマイナス改定され、医療機器業界を取り巻く各企業は、より一層の経営の効率化・合理化が求められる状況

となっております。また、2005 年４月に施行された改正薬事法により、各企業においては、安全性の確保と法令遵

守がますます重要な経営課題となっております。 

このような環境の下、当社は、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・省力化に貢献できる製商

品群を提供した結果、当連結会計年度の連結売上高は 31,009 百万円（前期比 6.9％増）となり、会社設立以来 48 期連

続増収を達成いたしました。特に、製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」を中心に、手術用品類の医療

用キット製品の売上高が前期比 13.3％増と順調に伸長いたしました。また、手術用品類の医療用不織布製品は、安価・

高機能・高品質を基本コンセプトとする「サーレム戦略」により、前年度並みの売上高を確保いたしました。 

売上原価は、生産量の増加により操業度は上がりましたが、平成 20 年度法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年

数の見直しを行い、その結果、減価償却費が 411 百万円増加いたしました。また、製商品の評価減、原材料高等の影

響もあり、原価率は悪化いたしました。 

販売費及び一般管理費は効率的な経費使用に注力し、ほぼ計画通りの金額に着地することができました。この結果、

連結営業利益は 7,501 百万円（前期比 3.7％増）となりました。 

営業外損益におきましては、主なものは受取配当金 53 百万円であり、この結果、連結経常利益は 7,627 百万円（前

期比 4.7％増）となりました。 

特別損益におきましては、投資有価証券の評価損 1,620 百万円を計上いたしました。この結果、連結当期純利益は

3,584 百万円（前期比 11.6％減）となりました。 

 

（次期の見通し） 

次期の見通しといたしましては、世界的な金融危機による国内外の景気低迷は当面継続すると見込まれます。当

医療機器業界におきましては、前述いたしました通り引き続き厳しい経営環境が続くものと考えられ、各企業はこ

れまで以上に経営の効率化・合理化が求められます。当企業集団におきましては、引き続き「オペラマスター戦略」、

そして新ガウンの市場投入も含めた「サーレム戦略」を果断に推進することにより、他企業との差別化を図ってま

いります。このような状況を踏まえ、次期の連結業績予想は以下の通りであります。 

 

（連結業績予想） 

売 上 高 32,600 百万円 （前期比 5.1％増） 

営 業 利 益    8,590 百万円 （前期比 14.5％増） 

経 常 利 益   8,710 百万円 （前期比 14.2％増） 

当 期 純 利 益  5,210 百万円 （前期比 45.3％増） 

 

（2）財政状態に関する分析 

当連会計年度末の総資産は 61,941 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 427 百万円増加いたしました。流動

資産は 28,115 百万円となり、2,152 百万円増加いたしました。主な要因は、営業活動に伴う現金及び預金の増加

（1,362 百万円）、受取手形及び売掛金の増加（608 百万円）等です。固定資産は 33,826 百万円となり、1,725 百万

円減少いたしました。有形固定資産は、減価償却費が有形固定資産の取得を上回り 29,073 百万円となり、473 百万

円減少いたしました。無形固定資産は 502 百万円（39 百万円増）、投資その他の資産は 4,250 百万円（1,290 百万

円減）となりました。 
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㈱ホギメディカル（3593） 平成 2１年 3 月期 決算短信 

当連結会計年度末の負債合計は10,436百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,447百万円減少いたしました。

流動負債は 7,227 百万円となり、415 百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等の減少（832 百万円）

や設備関係支払手形の増加（345 百万円）等です。固定負債は 3,208 百万円となり、1,032 百万円減少いたしまし

た。主な要因は、元本返済による長期借入金の減少（1,000 百万円）等です。 

当連結会計年度末の純資産の部は 51,505 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,874 百万円増加いたしまし

た。主な要因は、当期純利益（3,584 百万円）の計上による増加、配当金の支払い（1,337 百万円）等による減少

です。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 80.7％から 83.1％となりました。 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより 12,182 百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ 1,343 百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を 5,996 百万円、減価償却費を 2,936 百万円計

上する一方、法人税等の支払いによる 3,115 百万円の減少、売上債権の増加 709 百万円、棚卸資産の増加 341 百万

円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは 6,023 百万円となり、前連結会計年度に比べ 2,384 百万円減

少いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に茨城県牛久市における新工場の土地取得費用の支払い、インドネシ

アの子会社関連の投資、新電子線滅菌機の取得費用の支払い等により 2,270 百万円の支出となり、前連結会計年度

に比べ 931 百万円支出が減少いたしました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払い等により 2,344 百万円の支出となり、

前連結会計年度に比べ 138 百万円支出が増加いたしました。 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、業績を反映し約 9,500 百万

円の増加を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に新電子線滅菌機の取得費用の支払い、

茨城県牛久市における新工場の土地取得費用の支払い等により約 6,000 百万円の支出を見込んでおります。財務活

動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いや借入金の返済等により約 2,500 百万円の支出を見込んでお

ります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 第４５期 第４６期 第４７期 第４８期 

 平成１８年３月期 平成１９年３月期 平成２０年３月期 平成２１年３月期

自己資本比率（％） 84.7 81.1 80.7 83.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 183.5 152.0 136.3 141.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
－ 0.9 0.5 0.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
－ 338.1 127.3 117.0 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
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㈱ホギメディカル（3593） 平成 2１年 3 月期 決算短信 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の利益配分に関する基本方針は配当政策を重視し、創立以来培ってまいりました社訓「顧客、株主、社員、

企業の共存共栄を図る」を常に念頭に、株主の皆様に積極的、継続的に利益の還元を行うことであります。具体的

には、連結配当性向 30％を目処に配当を実施しております。また、経営成績の成果をいち早く株主の皆様に還元す

るため、2007 年３月期から四半期配当を実施しております。 

具体的な１株当たり配当金は、当期におきましては、各四半期とも 23 円、通期 92 円を予定しております。（第

１四半期末、第２四半期末、第３四半期末はすでに実施。期末は本年５月 29 日を予定）また、次期の１株当たり

配当金は、各四半期とも 23 円、通期 92 円を予定しております。 

また、ストックオプション制度を導入しており、当社取締役及び従業員への付与を通して意欲や士気を高め、業

績の向上を図ることを目標としております。 

 

（4）事業等のリスク 

当企業集団の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計期間末現在において当企業集団が判断したものであり

ます。 

・法的規制について 

当企業集団の取扱製品・商品である医療用キット製品、医療用不織布製品、手術用ゴム手袋等の大部分につい

ては、薬事法の規制を受けており、これらの製造販売を行うためには、厚生労働大臣の承認、製造所については

都道府県知事の許可を必要とします。よって、これらの許認可が監督官庁に認められない場合、あるいは既に取

得している許認可が取り消される場合には、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

・主要な部材・原材料の供給停止等について 

原油、原材料及び為替の大幅な変動により、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

また、当企業集団の取扱製品・商品について、不具合等が発生し回収等を実施した場合、当企業集団の業績に

影響を与える可能性があります。さらに、当社医療用キット製品の構成部材を供給しているメーカーが、該当部

材について不具合報告及び回収等を実施した場合には、該当部材を投入している医療用キット製品を回収すると

いう事態になり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

・海外製造拠点における製造不能について 

当社は、インドネシア国に製造子会社及び孫会社を有しており、医療用不織布製品、医療用消耗品の一部の製

造を、当該子会社及び当該子会社を介し間接的に孫会社に委託しております。インドネシア国において予期しな

い法律または規制の変更や、政情不安・テロ・暴動・戦争及び自然災害・新型インフルエンザ等の不可抗力によ

る事故が発生した場合は、当社への製品供給が一時滞ることとなり、当企業集団の業績に影響を与える可能性が

あります。 

・国内製造拠点における製造・供給不能について 

当社の製造及び配送拠点は、茨城県美浦・牛久地区に集中しており、地震・火災・風水害等の自然災害により

多大なる損害を蒙った場合、他地域に製造及び配送拠点を持っていないため、製造並びに製品供給が一時滞るこ

とにより、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、株式会社ホギメディカル（当社）、Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア（子会社）及びＰ．Ｔ．ホギ（2007

年 7 月 1日付けにて孫会社化。2008 年 2 月 25 日付けにて、Ｐ．Ｔ．ニットウマテックスインドネシアから商号変更。

孫会社）により構成されております。事業は、医療用消耗品、医療機器、医療用記録紙及び医療用不織布製品等の製

造・販売であります。当社は、医療用不織布製品、医療用消耗品の一部につき、子会社に製造を委託しております。

また、子会社の生産品はほぼ全量当社に供給されております。従って、子会社は当社の主要な製造拠点と捉えていた

だきたいと存じます。また、孫会社は、主として医療用消耗品の製造を行っており、生産品のほぼ半分が子会社に供

給されております。 

〔事業系統図〕 

当企業集団の取引を図示しますと、以下の通りとなります。 

 

国 内  海 外  海 外 

 

株式会社 

ホギメディカル 

（製造・販売） 

 

原材料・半製品

 

 

 

製品・半製品

 

Ｐ．Ｔ． 

ホギインドネシア 

（子会社） 

（製造） 

 

 

 

 

 

製品・半製品 

 

Ｐ．Ｔ．ホギ 

 

（孫会社） 

（製造） 

 

 

 

国内ユーザー 

 

  

 

 
 
３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「社業を通じて医療進歩の一翼を担い、人々の健やかな生命と幸福に尽くし、もって社会の繁栄に寄

与する」を社是とし、「院内感染防止」をテーマに掲げ、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・

省力化に貢献できる製商品群を製造・販売しております。 

 

（2）目標とする経営指標 

経営指標といたしましては、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視して

おり、ＥＰＳは 500 円、ＲＯＥは 10％以上を目標にしております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、常に製品のライフサイクルを重視しており、「優れた製品でも成長は長く続かない」と考え、「主力製

品の売上高が伸びている間に次の成長製品を軌道に乗せる」ことにより、中長期にわたる継続した増収・増益が

達成できるものと考えております。そのために、新製品開発に経営資源を重点配分しております。 

当社は、引き続き「オペラマスター」を中心に営業戦略を展開してまいります。「オペラマスター」は製品・

物流・情報管理からなるシステムで、中核をなす製品であるフルキットは、手術室で使用される医療材料を組み

込み滅菌したものであります。また、「オペラマスター」はフルキットを医師、疾病別にワンセットずつ作ること

をコンセプトとし、医療現場の効率化・省力化に貢献でき、手術の安全性を向上させるとともに、単品別の在庫

管理を不要とする等病院経営の改善に資する製品であります。物流面においては、筑波工場の製造日数を 短で

４日間とし、病院の専用端末からダイレクトに当社が受注し、手術の前日までに納入するというシステムを構築

いたしました。このシステムにより、各医療機関は在庫負担の軽減が期待できます。さらに、情報面では、オン

ラインの発注システムに加え、手術予定管理・人員管理・原価管理のシステムを一体化して提供いたします。こ

のシステムの利用により、手術室のスケジュール管理を容易にし稼働率を高めることが期待できます。また、材
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料の受け払いを簡略化することで在庫管理の負担を軽減し、簡単に原価計算を行うことが可能になります。当社

といたしましては、「オペラマスター」をソリューションサービスとして、今後ますます経営の合理化・効率化を

求められる医療機関に普及させていくことが重要な課題と言えます。さらに、主に医療用不織布製品を対象とし、

安価・高機能・高品質を基本コンセプトにした「サーレム戦略」を推進することにより、医療機関のニーズによ

り一層的確に対応してまいります。 

また、2005 年４月に施行された改正薬事法により、医療機器業界を取り巻く各企業は安全性の確保と法令遵守

がますます重要となっており、当社といたしましても、安全な製品の安定した供給により一層注力してまいりま

す。さらに、継続的な原価低減活動の推進、また、経営の透明性を確保するため、内部統制システム・コンプラ

イアンスの一層の充実を図ってまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

当社は、2007 年 10 月 11 日に中期経営計画を発表し、「社会貢献・安全なもの作り」、「お客様との共存共栄」、

「社員満足度の向上」、「安定成長」、「利益改善」をキーワードとして掲げております。具体的には、以下の点を

重要課題として捉え、これらを具体的施策に落とし込んだ上、積極果断に断行し、企業価値の向上を図ってまい

ります。 

・「オペラマスター戦略」のさらなる推進 

・「サーレム戦略」の一層の強化 

・新製品の開発 

・安全な製品の安定的供給 

・生産効率の向上を含めた継続的原価低減 

・原材料・部材調達の多様化及び調達コストの低減 

・内部統制システム・コンプライアンスの一層の強化 

・人材育成・社員教育 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１） 連結貸借対照表 

（単位：百万円）    
 前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部     

 流動資産     

 現金及び預金  １１，１３８  １２，５０１ 

 受取手形及び売掛金  ８，４８７  ９，０９６ 

 棚卸資産  ５，６７４  ５，７５５ 

 繰延税金資産  ３１６  ３１０ 

 通貨スワップ  ３９  ６１ 

 為替予約  ４７  ６４ 

 その他  ２６４  ３２７ 

 貸倒引当金  △４  △１ 

流動資産合計  ２５，９６２  ２８，１１５ 

 固定資産     

 有形固定資産     

  建物及び構築物  １３，２１３  １２，３６０ 

  機械装置及び運搬具  ７，２３１  ５，５３２ 

  土地  ７，６７１  ７，６８４ 

  建設仮勘定  １，０２５  ３，１２８ 

  その他  ４０４  ３６６ 

  有形固定資産合計  ２９，５４７  ２９，０７３ 

 無形固定資産  ４６３  ５０２ 

 投資その他の資産     

  投資有価証券  ３，０３８  ２，０９６ 

  差入保証金  ５４３  ５５２ 

  繰延税金資産  ４９８  １０６ 

  前払年金費用  ４２２  ４９４ 

  通貨スワップ  １８４  １３９ 

  為替予約  １６９  １１１ 

  その他  ７７２  ７９２ 

  貸倒引当金  △８８  △４２ 

  投資その他の資産合計  ５，５４０  ４，２５０ 

 固定資産合計  ３５，５５１   ３３，８２６  

資産合計  ６１，５１４  ６１，９４１ 
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（単位：百万円）    
 前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

負債の部     

 流動負債     

 支払手形及び買掛金  ３，７１１  ３，６９４ 

 １年以内返済予定長期借入金  １，０００  １，０００ 

 未払法人税等  １，６７４  ８４１ 

 賞与引当金  ４０４  ４７８ 

 役員賞与引当金  ９０  ９０ 

 設備関係支払手形  １０２  ４４８ 

 その他  ６６０  ６７４ 

流動負債合計  ７，６４２  ７，２２７ 

 固定負債     

 長期借入金  ２，９２５  １，９２５ 

 繰延税金負債  ９７  ５３ 

 退職給付引当金  ３８４  ４１７ 

 負ののれん  １２５  ９７ 

 長期未払金  ３９７  ３９４ 

 その他  ３１０  ３２０ 

固定負債合計  ４，２４０  ３，２０８ 

負債合計  １１，８８３  １０，４３６ 

純資産の部     

 株主資本     

 資本金  ７，１２３  ７，１２３ 

 資本剰余金  ８，３３６  ８，３３６ 

 利益剰余金  ４１，４７９  ４３，７２５ 

 自己株式  △７，１０４  △７，１１０ 

株主資本合計  ４９，８３４  ５２，０７４ 

 評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金  △４２５  △１６ 

 繰延ヘッジ損益  ２６５  ２２７ 

 為替換算調整勘定  △５７  △７９０ 

評価・換算差額等合計  △２１７  △５８０ 

 少数株主持分  １４  １１ 

純資産合計  ４９，６３１  ５１，５０５ 

負債純資産合計  ６１，５１４  ６１，９４１ 
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（２） 連結損益計算書 
（単位：百万円）    

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

   至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日  

  至 平成21年３月31日） 

売上高  ２９，０１０  ３１，００９ 

売上原価  １４，０９３  １５，４７４ 

売上総利益  １４，９１６  １５，５３４ 

販売費及び一般管理費  ７，６８４  ８，０３３ 

営業利益  ７，２３２  ７，５０１ 

営業外収益     

 受取利息  ２１  ８ 

 受取配当金  ２０  ５３ 

 負ののれん償却額  １３  ２７ 

 為替差益  ２１  － 

 賃貸料収入  ５  ５ 

 助成金収入  －  ３６ 

 その他  ３７  ５２ 

 営業外収益合計  １２２  １８４ 

営業外費用     

 支払利息  ６４  ５０ 

 為替差損  －  ０ 

 賃貸原価  ４  ４ 

 その他  ０  ３ 

 営業外費用合計  ６８  ５８ 

経常利益  ７，２８５  ７，６２７ 

特別利益     

 貸倒引当金戻入益  ８  ９ 

 固定資産売却益  １  ２ 

 投資有価証券売却益  ０  － 

 特別利益合計  １１  １２ 

特別損失     

 固定資産処分損  ９  ２２ 

 投資有価証券評価損  ４６２  １，６２０ 

 特別損失合計  ４７１  １，６４３ 

税金等調整前当期純利益  ６，８２５  ５，９９６ 

法人税、住民税及び事業税  ２，９５４  ２，２８８ 

法人税等調整額  △１８５  １２１ 

法人税等合計  ２，７６９  ２，４０９ 

少数株主利益  １  １ 

当期純利益  ４，０５４  ３，５８４ 
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（３）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）       

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日  

   至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

株主資本     

 資本金     

 前期末残高  ７，１２３  ７，１２３ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

当期末残高  ７，１２３  ７，１２３ 

 資本剰余金     

 前期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

当期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 利益剰余金     

 前期末残高  ３８，６２６  ４１，４７９ 

 当期変動額     

 剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

 当期純利益  ４，０５４  ３，５８４ 

 自己株式の処分  －  △０ 

 当期変動額合計  ２，８５２  ２，２４６ 

当期末残高  ４１，４７９  ４３，７２５ 

 自己株式     

 前期末残高  △７，０９９  △７，１０４ 

 当期変動額     

 自己株式の取得  △４  △８ 

 自己株式の処分  －  １ 

 当期変動額合計  △４  △６ 

当期末残高  △７，１０４  △７，１１０ 

 株主資本合計     

 前期末残高  ４６，９８６  ４９，８３４ 

 当期変動額     

 剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

 当期純利益  ４，０５４  ３，５８４ 

 自己株式の取得  △４  △８ 

 自己株式の処分  －  １ 

 当期変動額合計  ２，８４７  ２，２４０ 

当期末残高  ４９，８３４  ５２，０７４ 

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

 前期末残高  ２２  △４２５ 

 当期変動額     

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 △４４８  ４０８ 

 当期変動額合計  △４４８  ４０８ 

当期末残高  △４２５  △１６ 
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（単位：百万円）       

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日  

   至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

 繰延ヘッジ損益     

 前期末残高  ９２６  ２６５ 

 当期変動額     

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 △６６０  △３８ 

 当期変動額合計  △６６０  △３８ 

当期末残高  ２６５  ２２７ 

 為替勘定調整勘定     

 前期末残高  ８２  △５７ 

 当期変動額     

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 △１３９  △７３３ 

 当期変動額合計  △１３９  △７３３ 

当期末残高  △５７  △７９０ 

 評価・換算差額等合計     

 前期末残高  １，０３１  △２１７ 

 当期変動額     

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 △１，２４８  △３６３ 

 当期変動額合計  △１，２４８  △３６３ 

当期末残高  △２１７  △５８０ 

少数株主持分     

 前期末残高  １３  １４ 

 当期変動額     

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 １  △２ 

 当期変動額合計  １  △２ 

当期末残高  １４  １１ 

純資産合計     

 前期末残高  ４８，０３１  ４９，６３１ 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

  当期純利益  ４，０５４  ３，５８４ 

 自己株式の取得  △４  △８ 

 自己株式の処分  －  １ 

 株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 △１，２４７  △３６５ 

 当期変動額合計  １，５９９  １，８７４ 

当期末残高  ４９，６３１  ５１，５０５ 
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（４）連結キャッシュ･フロー計算書 
（単位：百万円）  

 

 

 

前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 20 年４月 1 日 

至 平成 20 年３月 31 日 至 平成 21 年３月 31 日 

 営業活動によるキャッシュ・フロー：   

税金等調整前当期純利益 ６，８２５ ５，９９６ 

減価償却費 ２，７２８ ２，９３６ 

負ののれん償却額 △１３ △２７ 

退職給付引当金の増減額(△減少額) △５２９ △３５ 

貸倒引当金の増減額(△減少額) △９ △３ 

受取利息及び受取配当金 △４２ △６１ 

支払利息 ６４ ５０ 

投資有価証券売却益 △０ － 

投資有価証券評価損 ４６２ １，６２０ 

為替差損益(△差益) △３６ △４ 

有形固定資産売却益 △１ △２ 

有形固定資産処分損 ９ ２２ 

売上債権の増減額（△増加額） ４９７ △７０９ 

棚卸資産の増減額（△増加額） △３０３ △３４１ 

仕入債務の増減額(△減少額) ６１０ ２８ 

未払消費税等の増減額(△減少額) １７７ △１３８ 

その他流動資産の増減額（△増加額） △６５ △７２ 

その他流動負債の増減額(△減少額) ７３ ７３ 

その他投資等の増減額（△増加額） △１３ △１２９ 

その他固定負債の増減額(△減少額) ４１８ ６ 

その他 ６０ △７９ 

小計 １０，９１１ ９，１２８ 

利息及び配当金の受取額 ４２ ６１ 

利息の支払額 △６６ △５１ 

法人税等の支払額 △２，４７９ △３，１１５ 

営業活動によるキャッシュ・フロー ８，４０７ ６，０２３ 

 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 △３３ 

定期預金の払戻による収入 ― １５ 

投資有価証券の取得による支出 △１，７８０ － 

投資有価証券の売却による収入 ３２９ － 

新規連結子会社取得による支出 △１２３ － 

有形固定資産の取得による支出 △１，４３９ △２，１５０ 

有形固定資産の売却による収入 ５ ７ 

無形固定資産の取得による支出 △１７１ △１４５ 

貸付による支出 △５ △２０ 

貸付金の回収による収入 ９ １６ 

その他投資等の増減額（△増加額） △１４ ４０ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △３，２０１ △２，２７０ 
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（単位：百万円） 

 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 20 年４月 1 日 

至 平成 20 年３月 31 日 至 平成 21 年３月 31 日 

 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 △１，０００ △１，０００ 

 自己株式の売却による収入 ― １ 

 自己株式の取得による支出 △４ △８ 

 配当金の支払額 △１，２０１ △１，３３７ 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △２，２０５ △２，３４４ 

 現金及び現金同等物に係る換算差額 １２ △６６ 

 現金及び現金同等物の増加又は減少額 ３，０１３ １，３４３ 

 現金及び現金同等物期首残高 ７，８２５ １０，８３８ 

 現金及び現金同等物期末残高 １０，８３８ １２，１８２ 
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（５）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社・・・・・２社（Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア、Ｐ．Ｔ．ホギ） 

非連結子会社・・・・０社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当する会社はありません。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

連結財務諸表提出会社と同じもの・・・・・ ０社 

連結財務諸表提出会社と異なるもの・・・・ ２社 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(１)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・・ 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(２)デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法 

製品・半製品・仕掛品・原材料・ 総平均法による原価法 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 

(４)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産・・・・・ 提出会社では平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については

定額法、それ以外のものについては定率法、他の連結子会社では定額法 

            （追加情報） 

           減価償却資産の耐用年数等に関する平成 20 年度法人税法の改正を契機として、機械装置

の耐用年数について見直しを行い、当連結会計年度より耐用年数を変更しております。 

           これにより当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ 410 百万円減少しております。 

無形固定資産・・・・・ 定額法 

リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日

以前の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によってお

ります。 

長期前払費用・・・・・ 定額法 

(５)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

賞与引当金・・・・・・ 提出会社は、従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・ 提出会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上して

おります。 

退職給付引当金・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、主に 10 年による按分額を配分処理しております。 

 数理計算上の差異は、主に各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。 

(６)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は在外子会社等の連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 
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(７)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約及び通貨スワップについて振当処理を適用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・ 為替予約、通貨スワップ 

ヘッジ対象・・・・・・・ 外貨建輸入予定取引 

③ ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約及び通貨スワップとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引に関する重要な条件

が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 

(８)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の処理方法・・・・・ 税抜き方式を採用しております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却によっております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産については、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、当連結会計年度より｢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り下げの方法）により算出しております。なお、この変更に

よる損益への影響は軽微であります。 

     

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 

当連結会計年度より｢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｣（実務対応報告第

18 号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

３．リース取引に関する会計基準 

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、当連結会計年度より｢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））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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、取引開始日が平成 20 年４

月１日以降で通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引がないことから、この変更による損益

への影響はありません。 

    
（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額    ２７，３８２百万円 

 

２．偶発債務              該当事項はありません。 
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（連結損益計算書関係） 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

荷 造 運 搬 費 ７９９百万円 

見 本 費 ３０６百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，４４９百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ３０７百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 １１４百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４７３百万円 

試 験 研 究 費 ２１０百万円 

減 価 償 却 費 ７４４百万円 

旅 費 交 通 費 ４１６百万円 

２. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費                  ２６９百万円 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 
 

前連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株

式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注） 1,307 0 － 1,308 

合計 1,307 0 － 1,308 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0千株による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19 年４月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年５月 31 日

平成 19 年７月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 19 年６月 30 日 平成 19 年８月 31 日

平成 19 年 10 月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 19 年９月 30 日 平成 19年 11 月 30 日

平成 20 年１月 17 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 19年 12月 31日 平成 20 年２月 29 日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 20 年 4月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 利益剰余金 20 平成 20年 3月 31日 平成 20 年 5月 30 日
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当連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株

式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注）1,2 1,308 1 0 1,309 

合計 1,308 1 0 1,309 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取り 1 千株による増加であります。 

    ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増し 0 千株による減少であります。 

 
２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 20 年４月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年５月 30 日

平成 20 年７月 10 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20 年６月 30 日 平成 20 年８月 29 日

平成 20 年 10 月 10 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20 年９月 30 日 平成 20年 11 月 28 日

平成 21 年１月 20 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20年 12月 31日 平成 21 年２月 27 日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 21 年 4月 13 日 

取締役会 
普通株式 345 利益剰余金 23 平成 21年 3月 31日 平成 21 年 5月 29 日

 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                                 (平成 21 年３月 31 日現在) 

現金及び預金  １２，５０１百万円 

現金及び預金のうち預入期間が３ヵ月を超えるもの  △ ３１８百万円 

現金及び現金同等物期末残高  １２，１８２百万円 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 20 年４月１日 

至平成 21 年３月 31 日） 

当社及び連結子会社の事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）    

 日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ  売上高及び営業損益 

売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 28,687 322 29,010 －  29,010

（２）セグメント間の内部売上高 － 3,888 3,888 (3,888) －

計 28,687 4,210 32,898 (3,888) 29,010

営業費用 21,962 3,730 25,693 (3,914) 21,778

営業利益 6,725 480 7,205 26 7,232

Ⅱ  資産 58,770 3,881 62,652 (1,137) 61,514

 

 

当連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）    

 日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ  売上高及び営業損益 

売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 30,374 634 31,009 －  31,009

（２）セグメント間の内部売上高 － 3,554 3,554 (3,554) －

計 30,374 4,189 34,563 (3,554) 31,009

営業費用 23,313 3,721 27,034 (3,526) 23,507

営業利益 7,061 467 7,529 (27) 7,501

Ⅱ  資産 59,798 4,680 64,478 (2,536) 61,941

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 20 年４月１日 

至平成 21 年３月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため記載は省略しております。 
 

 

（リース取引関係） 

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。   

 

 

（関連当事者との取引） 

関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。   
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（税効果会計） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳             
 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

 (平成 20 年３月 31 日現在) (平成 21 年３月 31 日現在) 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 １１８百万円 ６２百万円

賞与引当金 １６０百万円 １９０百万円

未払賞与に係る社会保険料 ２３百万円 ２７百万円

棚卸資産未実現利益 ４１百万円 ４８百万円

その他 ５百万円 ３２百万円

計 ３５０百万円 ３６０百万円

繰延税金負債（流動） 

 繰延ヘッジ損益 △３４百万円 △５０百万円

計 △３４百万円 △５０百万円

繰延税金資産（流動）の純額 ３１６百万円 ３１０百万円

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 ５百万円 ５百万円

役員退職慰労引当金 １５８百万円 １５７百万円

有価証券評価損 １８３百万円 ４８百万円

その他有価証券評価差額金 ２８１百万円 １１百万円

ゴルフ会員権評価損 ３４百万円 ２２百万円

その他 ４百万円 ５百万円

計 ６６７百万円 ２４９百万円

繰延税金負債（固定） 

退職給付引当金 △２２百万円 △３８百万円

 繰延ヘッジ損益 △１４０百万円 △９９百万円

固定資産課税対象簿価圧縮額 △１０３百万円 △５８百万円

その他 △０百万円 －

計 △２６６百万円 △１９６百万円

繰延税金資産（固定）の純額 ４０１百万円 ５２百万円
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 取 得 原 価 
連結貸借対 

照表計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 － － － 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ ０ 

小計 １００ １００ ０ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 ３，６４４ ２，９３８ △７０６ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 ３，６４４ ２，９３８ △７０６ 

合計 ３，７４４ ３，０３８ △７０６ 

 

  ２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（単位：百万円） 

売 却 額 売 却 益 の 合 計 額 売 却 損 の 合 計 額 

３２９ ０ － 

 

当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 取 得 原 価 
連結貸借対 

照表計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 ３３１ ４５３ １２１ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ ０ 

小計 ４３１ ５５３ １２１ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 １，６９２ １，５４２ △１４９ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 １，６９２ １，５４２ △１４９ 

合計 ２，１２４ ２，０９６ △２８ 
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（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。   

 

 

（ストック・オプション等関係） 

ストック・オプション等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。   

 

 

（退職給付） 

退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。   

 
 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自  平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

 １株当たり純資産 3,300円 59銭   １株当たり純資産 3,425 円 71 銭 

 １株当たり当期純利益 269 円 73 銭   １株当たり当期純利益 238 円 47 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前連結会計年度 

自  平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,054 3,584 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,054 3,584 

期中平均株式数（株） 15,033,308 15,032,286 

 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表等  
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）    
 前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

資産の部     

 流動資産     

 現金及び預金  １０，８４５  １１，４７３ 

 受取手形  ４，５１２  ４，８２４ 

 売掛金  ３，７８７  ４，０６０ 

 商品  ４６８  ４３１ 

 製品  １，５６４  １，８０１ 

 半製品  ７７２  ８５１ 

 原材料  １，４１７  １，３１１ 

 仕掛品  １６７  ２０６ 

 貯蔵品  １３９  １６０ 

 前渡金  ６３  １２６ 

 前払費用  １０５  ９９ 

 繰延税金資産  ２７４  ２６１ 

 未収入金  １１  ８ 

 通貨スワップ  ３９  ６１ 

 為替予約  ４７  ６４ 

 その他  ２  １ 

 貸倒引当金  △４  △１ 

流動資産合計  ２４，２１３  ２５，７４４ 

 固定資産     
 有形固定資産     

  建物  １２，０５９  １１，４６１ 

  構築物  ２４６  ２１６ 

  機械及び装置  ６，８９３  ５，２４８ 

  車輌運搬具  ４４  ４１ 

  工具器具備品  ３８３  ３４０ 

  土地  ７，２４２  ７，３４２ 

  建設仮勘定  ９７３  ２，７０８ 

  有形固定資産合計  ２７，８４４  ２７，３５９ 

 無形固定資産     
  施設利用権他  １４  １４ 

  ソフトウェア  ３９８  ３２８ 

  ソフトウェア仮勘定  ４９  １５９ 

  無形固定資産合計  ４６３  ５０２ 

 投資その他の資産     
  投資有価証券  ３，０３８  ２，０９６ 

  関係会社株式  ７３７  ７３７ 

  長期貸付金  ４  ４ 

  関係会社長期貸付金  －  １，３２６ 

  従業員長期貸付金  ３６  ４１ 

  破産債権等  ２  １０ 

  前払年金費用  ４２２  ４９４ 

  長期前払費用  １６  ２３ 

  繰延税金資産  ４９７  １０４ 

  差入保証金  ５４３  ５５２ 

  保険積立金  ４８３  ４２４ 

  ゴルフ会員権  １９９  １６５ 

  通貨スワップ  １８４  １３９ 

  為替予約  １６９  １１１ 

  その他  ０  １ 

  貸倒引当金  △８８  △４２ 

  投資その他の資産合計  ６，２４８  ６，１９１ 

 固定資産合計  ３４，５５６   ３４，０５４  

資産合計  ５８，７７０  ５９，７９８ 
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（単位：百万円）    
 前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

負債の部     

 流動負債     

 支払手形  １，９１９  ２，０８１ 

 買掛金  １，５７４  １，４６３ 

 １年以内返済予定長期借入金  １，０００  １，０００ 

 未払金  １１６  ２６３ 

 未払費用  １５３  １６９ 

 未払法人税等  １，６４５  ７８８ 

 未払消費税等  ３０４  １６６ 

 預り金  ２２  ２３ 

 賞与引当金  ４０４  ４７８ 

 役員賞与引当金  ９０  ９０ 

 設備関係支払手形  １０２  ４４８ 

 その他  ０  ０ 

流動負債合計  ７，３３４  ６，９７３ 

 固定負債     

 長期借入金  ２，９２５  １，９２５ 

 退職給付引当金  ３６６  ３９６ 

 長期未払金  ３９７  ３９４ 

 その他  ３１０  ３２０ 

固定負債合計  ３，９９９  ３，０３７ 

負債合計  １１，３３３  １０，０１１ 

純資産の部     

 株主資本     

 資本金  ７，１２３  ７，１２３ 

 資本剰余金     

 資本準備金  ８，３３６  ８，３３６ 

 資本剰余金合計  ８，３３６  ８，３３６ 

 利益剰余金     

  利益準備金  ５６４  ５６４ 

  その他利益剰余金     

   別途積立金  １９，３００  １９，３００ 

   繰越利益剰余金  １９，３７６  ２１，３６４ 

  利益剰余金合計  ３９，２４１  ４１，２２８ 

 自己株式  △７，１０４  △７，１１０ 

株主資本合計  ４７，５９６  ４９，５７７ 

 評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金  △４２５  △１６ 

 繰延ヘッジ損益  ２６５  ２２７ 

評価・換算差額等合計  △１６０  ２１０ 

純資産合計  ４７，４３６  ４９，７８７ 

負債純資産合計  ５８，７７０  ５９，７９８ 
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（２）損益計算書 
（単位：百万円）    

 
前事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

売上高  ２８，６８７  ３０，３７４ 

売上原価  １４，２７７  １５，２７９ 

売上総利益  １４，４１０  １５，０９４ 

販売費及び一般管理費  ７，６８４  ８，０３３ 

営業利益  ６，７２５  ７，０６１ 

営業外収益     

 受取利息  １  １２ 

 有価証券利息  １  ０ 

 受取配当金  ９２  １２１ 

 為替差益  ２９  ８ 

 賃貸料収入  ５  ５ 

 助成金収入  －  ３６ 

 その他  ３８  ５１ 

 営業外収益合計  １６９  ２３７ 

営業外費用     

 支払利息  ６４  ４９ 

 賃貸原価  ４  ４ 

 その他  －  ２ 

 営業外費用合計  ６８  ５６ 

経常利益  ６，８２６  ７，２４１ 

特別利益     

 貸倒引当金戻入益  ８  ９ 

 固定資産売却益  ０  ０ 

 投資有価証券売却益  ０  － 

 特別利益合計  ９  １０ 

特別損失     

 固定資産処分損  ９  ２２ 

 投資有価証券評価損  ４６２  １，６２０ 

 特別損失合計  ４７１  １，６４３ 

税引前当期純利益  ６，３６４  ５，６０８ 

法人税、住民税及び事業税  ２，７７８  ２，１２３ 

法人税等調整額  △１６４  １６０ 

法人税等合計  ２，６１４  ２，２８３ 

当期純利益  ３，７４９  ３，３２５ 
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（３）株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）       

 
前事業年度 

（自 平成19年４月 １日  

   至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

株主資本     

 資本金     

 前期末残高  ７，１２３  ７，１２３ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

当期末残高  ７，１２３  ７，１２３ 

 資本剰余金     

 資本準備金     

 前期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

 当期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 資本剰余金合計     

 前期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

当期末残高  ８，３３６  ８，３３６ 

 利益剰余金     

 利益準備金     

 前期末残高  ５６４  ５６４ 

 当期変動額     

 当期変動額合計  －  － 

当期末残高  ５６４  ５６４ 

 その他利益剰余金     

 別途積立金     

 前期末残高  １９，３００  １９，３００ 

 当期変動額     

  当期変動額合計  －  － 

 当期末残高  １９，３００  １９，３００ 

 繰越利益剰余金     

 前期末残高  １６，８２９  １９，３７６ 

 当期変動額     

 剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

 当期純利益  ３，７４９  ３，３２５ 

  自己株式の処分  －  △０ 

  当期変動額合計  ２，５４７  １，９８７ 

 当期末残高  １９，３７６  ２１，３６４ 
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（単位：百万円）   

 
前事業年度 

（自 平成19年４月 １日  

   至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

 利益剰余金合計     

 前期末残高  ３６，６９４  ３９，２４１ 

 当期変動額     

 剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

 当期純利益  ３，７４９  ３，３２５ 

  自己株式の処分  －  △０ 

  当期変動額合計  ２，５４７  １，９８７ 

  当期末残高  ３９，２４１  ４１，２２８ 

  自己株式     

  前期末残高  △７，０９９  △７，１０４ 

  当期変動額     

  自己株式の取得  △４  △８ 

  自己株式の処分  －  １ 

  当期変動額合計  △４  △６ 

 当期末残高  △７，１０４  △７，１１０ 

  株主資本合計     

  前期末残高  ４５，０５３  ４７，５９６ 

  当期変動額     

  剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

  当期純利益  ３，７４９  ３，３２５ 

  自己株式の取得  △４  △８ 

  自己株式の処分  －  １ 

  当期変動額合計  ２，５４２  １，９８０ 

 当期末残高  ４７，５９６  ４９，５７７ 

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  前期末残高  ２２  △４２５ 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の 

  当期変動額（純額） 
 △４４８  ４０８ 

  当期変動額合計  △４４８  ４０８ 

 当期末残高  △４２５  △１６ 

 繰延ヘッジ損益     

  前期末残高  ９２６  ２６５ 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の 

  当期変動額（純額） 
 △６６０  △３８ 

  当期変動額合計  △６６０  △３８ 

 当期末残高  ２６５  ２２７ 
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（単位：百万円）     

 
前事業年度 

（自 平成19年４月 １日  

   至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月 １日  

   至 平成21年３月31日） 

  評価・換算差額等合計     

  前期末残高  ９４９  △１６０ 

  当期変動額     

  株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
 △１，１０９  ３７０ 

  当期変動額合計  △１，１０９  ３７０ 

 当期末残高  △１６０  ２１０ 

  純資産合計     

  前期末残高  ４６，００２  ４７，４３６ 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △１，２０２  △１，３３７ 

   当期純利益  ３，７４９  ３，３２５ 

  自己株式の取得  △４  △８ 

  自己株式の処分  －  １ 

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
 △１，１０９  ３７０ 

 当期変動額合計  １，４３３  ２，３５０ 

当期末残高  ４７，４３６  ４９，７８７ 
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（４）重要な会計方針 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

子会社株式・・・・・・・・・移動平均法による原価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法 

製品・半製品・仕掛品・原材料・・総平均法による原価法 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 

４．固定資産の減価償却方法 

有形固定資産・・・・・・・・平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法、それ以外のものについては定率法 

                （追加情報） 

              減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、

機械装置の耐用年数について見直しを行い、当事業年度より耐用年数を変更

しております。 

              これにより当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ 410 百万円減少しております。 

無形固定資産・・・・・・・・ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法、それ以外のものについては定額法 

リース資産・・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20

年３月 31 日以前の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

じた会計処理によっております。 

長期前払費用・・・・・・・・定額法 

 ５．引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております｡ 

賞与引当金・・・・・・・ 従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・・ 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。 

退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、10 年による按分額を配分処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

７．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約及び通貨スワップについて振当処理を適用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・・為替予約、通貨スワップ 

ヘッジ対象・・・・・・・・外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金 

③ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約及び通貨スワップとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金に

関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 

８．その他財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の処理方法・・・・・税抜き方式を採用しております。 
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（５）重要な会計方針の変更 
１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産については、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、当事業年度より｢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り下げの方法）により算出しております。なお、この変更による

損益への影響は軽微であります。 

   

２．リース取引に関する会計基準 

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、当事業年度より｢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））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、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、取引開始日が平成 20 年４月１

日以降で通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引がないことから、この変更による損益への

影響はありません。 
 

（６）個別財務諸表に関する注記事項 
（貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額         ２５，８９６百万円 

 

２．手形割引高及び裏書譲渡高          該当事項はありません 。 

    

３．偶発債務                  該当事項はありません。 

 

（損益計算書関係） 

１．販売費に属する費用のおおよその割合は 60.8％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 39.2％でありま

す。主要な費目及び金額は次の通りであります。 

荷 造 運 搬 費 ７９９百万円 

見 本 費 ３０６百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，４４９百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ３０７百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 １１４百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４７３百万円 

試 験 研 究 費 ２１０百万円 

減 価 償 却 費 ７４４百万円 

旅 費 交 通 費 ４１６百万円 

 

２．研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費             ２６９百万円 

３．特別損益の主な内訳           損益計算書に記載されております。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式

数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注） 1,307 0 － 1,308 

合計 1,307 0 － 1,308 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0千株による増加であります。 
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当事業年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式

数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注）1,2 1,308 1 0 1,309 

合計 1,308 1 0 1,309 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取り 1千株による増加であります。 

      ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増し 0千株による減少であります。 
 

（リース取引関係） 

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。 

  

 

（有価証券関係） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（税効果会計） 

         １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 

 (平成 20 年３月 31 日現在) (平成 21 年３月 31 日現在) 

繰延税金資産（流動）     

 未払事業税  １１８百万円  ６２百万円

 賞与引当金  １６０百万円  １９０百万円

 未払賞与に係る社会保険料  ２３百万円  ２７百万円

 その他  ５百万円  ３２百万円

計  ３０８百万円  ３１２百万円

繰延税金負債（流動）    

 繰延ヘッジ損益  △３４百万円  △５０百万円

計  △３４百万円  △５０百万円

繰延税金資産（流動）の純額  ２７４百万円  ２６１百万円

    

繰延税金資産（固定）    

 役員退職慰労引当金  １５８百万円  １５７百万円

有価証券評価損  １８３百万円  ４８百万円

その他有価証券評価差額金  ２８１百万円  １１百万円

ゴルフ会員権評価損  ３４百万円  ２２百万円

その他  ２百万円  ４百万円

計  ６６０百万円  ２４３百万円

繰延税金負債（固定）    

 退職給付引当金  △２２百万円  △３８百万円

 繰延ヘッジ損益  △１４０百万円  △９９百万円

計  △１６３百万円  △１３８百万円

繰延税金資産（固定）の純額  ４９７百万円  １０４百万円
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

自  平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

 １株当たり純資産 3,155円 52銭   １株当たり純資産 3,312 円 18 銭 

 １株当たり当期純利益 249 円 44 銭   １株当たり当期純利益 221 円 20 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前事業年度 

自  平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 3,749 3,325 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,749 3,325 

期中平均株式数（株） 15,033,308 15,032,286 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 
６．その他 
（１）役員の異動 

１．代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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７．生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 

生産実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますの

で省略しております。 
なお、当連結会計年度の生産実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 20 年４月 1 日 前 年 比

至 平成 20 年３月 31 日 至 平成 21 年３月 31 日  

   %
滅 菌 用 品 類 ３，３７８ ３，５８１ 106.0

手 術 用 品 類 ２３，４４６ ２５，３３８ 108.1

治 療 用 品 類 ２８ ２２ 81.3

そ の 他 ５１５ ７７０ 149.7

合 計 ２７，３６７ ２９，７１４ 108.6

 
２．商品仕入実績 

商品仕入実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありま

すので省略しております。 
なお、当連結会計年度の商品仕入実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 20 年４月 1 日 前 年 比

至 平成 20 年３月 31 日 至 平成 21 年３月 31 日  

   %
滅 菌 用 品 類 １６１ １５７ 97.4

手 術 用 品 類 ８５６ ９０６ 105.9

治 療 用 品 類 １５４ １３６ 88.1

そ の 他 ２６３ ３３５ 127.4

合 計 １，４３５ １，５３５ 107.0

 
３．受注実績 

当企業集団は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 
 

４．販売実績 
販売実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますの

で省略しております。 
なお、当連結会計年度の販売実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 20 年４月 1 日 前 年 比

至 平成 20 年３月 31 日 至 平成 21 年３月 31 日  

   %
滅 菌 用 品 類 ３，７１１ ３，７５５ 101.2

手 術 用 品 類 ２４，０９９ ２５，７３１ 106.8

治 療 用 品 類 ２９７ ２７７ 93.3

そ の 他 ９０１ １，２４４ 138.0

合 計 ２９，０１０ ３１，００９ 106.9
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