
平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年5月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アイ・エム・アイ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7503 URL http://www.imimed.co.jp/index.html
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 積賀 一正
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 須賀 裕二 TEL 048-988-4411
四半期報告書提出予定日 平成21年5月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 2,045 ― 441 ― 438 ― 238 ―
20年12月期第1四半期 1,842 4.7 325 39.0 323 29.4 179 25.8

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12月期第1四半期 43.31 ―
20年12月期第1四半期 31.89 ―

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12月期第1四半期 11,548 9,381 81.2 1,725.15
20年12月期 11,461 9,491 82.8 1,716.07

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  9,381百万円 20年12月期  9,491百万円

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12月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

（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

第2四半期 
累計期間

3,650 5.1 565 0.8 570 0.1 320 0.9 58.15

通期 7,300 5.7 1,090 5.2 1,120 0.8 620 3.2 112.66
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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  無  

(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．その他をご覧ください。 

(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12月期第1四半期 5,710,000株 20年12月期  5,710,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  271,740株 20年12月期  179,040株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 5,614,636株 20年12月期第1四半期 5,641,340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．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、業績見通し等に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定
性的情報をご覧下さい。 
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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（１）業績の状況  

 医療機器産業におきましては、医療費抑制を目的とした近年の医療制度改革の影響により、医療機関の環境が変化

する中、引き続き厳しい販売サービス競争が続いております。 

 このような状況の中で当社では、第４創業運動の10年間ビジョン（ＭＥＣ／１３ビジョン）である「最も信頼され

る治療機器サービスプラットフォームづくり」を目指し、（１）安全管理サービス（２）販売サービス（３）レンタ

ルサービス（４）メンテナンスサービス（５）教育サービスの５つの支援サービスの実践によって利益を成長させる

サービスプラットフォーム企業への変革を推進してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,045百万円となりました。利益面においては、営業利益は441百万

円、経常利益は438百万円となりました。また、四半期純利益は238百万円となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、現金及び預金の減少（446百万円）、受取手形及び売掛金の

増加（236百万円）、有形固定資産の増加（64百万円）、無形固定資産の増加（46百万円）等により、11,548百

万円（前期比86百万円増）となりました。 

 負債につきましては、買掛金の増加（94百万円）、賞与引当金の増加（114百万円）等により、2,166百万円

（前期比196百万円増）となりました。 

 純資産につきましては、自己株式の増加による株主資本の減少（98百万円）等により、9,381百万円（前期比

109百万円減）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ、146百

万円減少し、3,180百万円となりました。 

 また当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は180百万円となりました。この内訳は税引前四半期純利益436百万円、減価償却

費138百万円、賞与引当金の増加114百万円、売上債権の増加236百万円、法人税等の支払額296百万円等によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金は47百万円となりました。この内訳は定期預金の払戻による収入300百万円、有

形固定資産の取得による支出193百万円、投資有価証券の取得による支出100百万円、投資有価証券の売却による

収入103百万円等によるものであります。 

この内訳は定期預金の払戻による収入300百万円、有形固定資産の取得による支出193百万円、投資有価証券の取

得による支出100百万円、投資有価証券の売却による収入103百万円等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） 

 財務活動により使用した資金は375百万円になりました。この内訳は自己株式の取得による支出98百万円、配

当金の支払額276百万円によるものであります。 

平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年２月６日付「平成20年12月期決算短信（非連結）」にて発表

いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。   

該当事項はありません。  

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、主として移動平均法による原価法によって評価し

ておりましたが、当第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 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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平成18年７月５日）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）により評価しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

アイ・エム・アイ株式会社（７５０３）平成21年12月期　第１四半期決算短信（非連結）

－4－



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,380,872 3,827,835

受取手形及び売掛金 1,761,176 1,524,822

有価証券  712

商品 1,337,299 1,321,956

仕掛品 9,527 7,683

繰延税金資産 114,322 87,150

その他 162,905 28,867

流動資産合計 6,766,104 6,799,028

固定資産   

有形固定資産 2,095,300 2,030,483

無形固定資産 298,987 252,816

投資その他の資産 2,387,940 2,379,420

固定資産合計 4,782,228 4,662,721

資産合計 11,548,333 11,461,750

負債の部   

流動負債   

買掛金 703,364 608,480

未払法人税等 238,980 296,949

賞与引当金 238,300 123,700

その他 470,653 424,847

流動負債合計 1,651,298 1,453,978

固定負債   

退職給付引当金 405,761 407,848

役員退職慰労引当金 109,464 108,394

固定負債合計 515,226 516,242

負債合計 2,166,524 1,970,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,111,500 1,111,500

資本剰余金 1,233,883 1,233,883

利益剰余金 7,497,173 7,535,346

自己株式 △344,245 △245,709

株主資本合計 9,498,311 9,635,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131,315 △139,386

繰延ヘッジ損益 14,812 △4,104

評価・換算差額等合計 △116,502 △143,491

純資産合計 9,381,809 9,491,529

負債純資産合計 11,548,333 11,461,750
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,045,189

売上原価 1,053,622

売上総利益 991,567

販売費及び一般管理費 549,947

営業利益 441,620

営業外収益  

受取利息 13,799

その他 1,818

営業外収益合計 15,618

営業外費用  

為替差損 15,724

その他 2,866

営業外費用合計 18,591

経常利益 438,646

特別損失  

固定資産廃棄損 266

たな卸資産廃棄損 1,444

特別損失合計 1,710

税引前四半期純利益 436,935

法人税、住民税及び事業税 243,186

法人税等調整額 △44,625

法人税等合計 198,561

四半期純利益 238,374
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１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  

税引前四半期純利益 436,935

減価償却費 138,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 114,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,086

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,070

受取利息及び受取配当金 △13,799

為替差損益（△は益） △308

有形固定資産除売却損益（△は益） 266

売上債権の増減額（△は増加） △236,353

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,116

仕入債務の増減額（△は減少） 94,884

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,358

その他 △80,093

小計 465,635

利息及び配当金の受取額 10,960

法人税等の支払額 △296,405

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,191

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 300,000

有価証券の取得による支出 △95,023

有価証券の売却による収入 95,855

有形固定資産の取得による支出 △193,658

無形固定資産の取得による支出 △63,615

投資有価証券の取得による支出 △100,000

投資有価証券の売却による収入 103,767

差入保証金の差入による支出 △506

その他 802

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,621

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △98,535

配当金の支払額 △276,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △375,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,962

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,180,872
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,842,055

Ⅱ 売上原価  983,025

売上総利益  859,030

Ⅲ 販売費及び一般管理費  533,816

営業利益  325,213

Ⅳ 営業外収益  12,019

Ⅴ 営業外費用  13,324

経常利益  323,908

Ⅵ 特別損失  2,984

税引前四半期純利益  320,924

税金費用  141,030

四半期純利益  179,894
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前第１四半期累計期間（平成20年1月1日～3月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

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   320,924

減価償却費   109,763

売上債権の増減額  △61,763

仕入債務の増減額  △49,970

その他   181,017

小計  499,971

法人税等の支払額  △173,904

その他   10,323

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  336,390

Ⅱ 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  

△82,386

その他  △411,162

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△493,548

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

自己株式の取得による支
出  

△8,063

配当金の支払額  △282,113

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△290,176

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△14,644

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△461,977

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,684,424

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  3,222,446
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