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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,123 17.7 235 496.1 198 40.0 112 65.6
21年3月期第1四半期 6,903 ― 39 ― 141 ― 67 ―

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

22年3月期第1四半期 18.68 ―

21年3月期第1四半期 11.28 ―

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

22年3月期第1四半期 16,710 4,289 25.7 715.40
21年3月期 16,404 4,169 25.4 695.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,289百万円 21年3月期  4,169百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 6.00 13.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（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

15,438 8.3 213 143.6 191 58.2 106 48.9 17.71

通期 31,300 4.7 489 26.4 450 10.0 250 12.6 41.69



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．その他をご覧ください。］ 

(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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,000,000株 21年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,740株 21年3月期  4,740株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,995,260株 21年3月期第1四半期 5,995,915株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、
及び上記１．に係る業績予想の具体的内容は、４ページ 定性的情報・財務諸表 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の収縮により輸出額が減少したことや不安定な雇用情勢の

影響により個人消費が低迷し、実体経済は厳しい状況が続いております。 

当医療衛生材料業界におきましては、引き続き厳しい環境は継続しておりますが、当期間に新型インフルエンザが

国内で発生するとともに、世界保健機構（WHO）により世界的大流行（パンデミック）が宣言され、感染予防関連製品

に対するニーズは一段と高まりました。 

このような状況下で当社の当第１四半期累計期間の業績は、売上高81億23百万円（前年同期比17.7％増）、営業利

益２億35百万円（同496.1％増）、経常利益１億98万円（同40.0％増）、四半期純利益１億12百万円（同65.6％増）と

なりました。 

製品売上高につきましては、マスク・医療用使い捨て手袋・手指消毒剤などの感染予防関連製品が増加し、手術・

検査・処置の衛生材料・医療用品を詰め合わせた滅菌済製品「セットパック製品」、個包装消毒綿「ステリコット

α」、介護製品の「口腔ケア用品」も好調に推移いたしました。これらの結果、前年同期比12.0％増加いたしまし

た。また、商品売上高につきましては、大型専門店への育児用品の販売および医療用品・介護用品が増加し、前年同

期比23.4％増加いたしました。 

売上総利益では、生産体制の効率化および販売価格の見直しの効果により、売上総利益率が前年同期に対して1.0ポ

イント改善いたしました。 

経費面では、販売費及び一般管理費は、売上増加に伴って運賃関連経費が増加するとともに、人件費・販売促進

費・研究開発費等が増加し、前年同期比9.2％増加いたしました。 

また、営業外費用では、当期間末にデリバティブ評価損（為替予約評価損）が41百万円発生いたしました。 

（資産） 

  当第１四半期末の総資産は167億10百万円で前期末に対して３億５百万円増加いたしました。 

  流動資産は、104億15百万円で前期末に対して３億43百万円増加いたしました。「現金及び預金」が１億99百万円減

少、「受取手形」・「売掛金」が２億54百万円増加、「たな卸資産」が90百万円増加、その他のうち「未収入金」が

２億14百万円増加したことが主な要因です。 

固定資産は、62億94百万円で前期末に対して37百万円減少いたしました。有形固定資産では、「建物」・「機械及

び装置」が15百万円減少、「リース資産」が12百万円減少、無形固定資産では、「のれん」が償却により５百万円減

少、投資その他の資産では、「投資有価証券」が74百万円増加、「長期貸付金」が25百万円減少、「繰延税金資産」

が32百万円減少、「保険積立金」が８百万円減少したことが主な要因です。 

（負債） 

当第１四半期末の負債合計は、124億21百万円で前期末に対して１億86百万円増加いたしました。 

流動負債は、89億89百万円で前期末に対して３億64百万円増加いたしました。「支払手形」・「買掛金」が81百万

円増加、「短期借入金」・「１年内返済予定の長期借入金」が３億97百万円増加、「未払金」・「未払費用」・「未

払法人税等」が60百万円減少、「預り金」が87百万円増加、「賞与引当金」が１億49百万円減少したことが主な要因

です。 

固定負債は、34億31百万円で前期末に対して１億77百万円減少いたしました。「長期借入金」が１億81百万円減

少、「退職給付引当金」が17百万円減少、「為替予約」が41百万円増加、「リース債務」が13百万円減少したことが

主な要因です。 

（純資産） 

当第１四半期末の純資産は、42億89百万円で前期末に対して１億19百万円増加いたしました。 

「繰越利益剰余金」が76百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が43百万円増加したことが主な要因です。 

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



（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に対して１億99百万円減少し８億

30百万円（前第１四半期末は７億52百万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によって使用した資金は３億34百万円（前年同期は２億45百万円の資金の使用）となりました。資金取得

の主な要因は、税引前四半期純利益が１億93百万円、減価償却費が72百万円、仕入債務の増加額が81百万円、その他

のうち預り金の増加が87百万円あったことによります。資金使用の主な要因は、賞与引当金の減少額が１億49百万

円、売上債権の増加額が２億51百万円、未収入金の増加額が２億１百万円、法人税等の支払額が１億69百万円あった

ことによります。 

投資活動によって使用した資金は30百万円（前年同期は１億33百万円の資金の使用）となりました。これは、有形

固定資産の取得による支出が27百万円あったことが主な要因です。 

財務活動によって取得した資金は１億66百万円（前年同期は１億90百万円の資金の取得）となりました。これは、

短期借入れの純増加額が４億22百万円、長期借入れによる収入が２百万円、長期借入金の返済による支出が２億９百

万円、リース債務の返済による支出が13百万円、配当金の支払額が36百万円あったことが主な要因です。 

今後の見通しにつきましては、厳しい環境は当面継続すると見込まれるなか、当社は、感染予防関連製品・セット

パック製品・ステリコットα・口腔ケア用品の重点販売製品の販売を一層拡大し、医療機関および在宅医療・在宅介

護のニーズに適合した自社製品の開発・販売をさらに強化するとともに、全社をあげて生産面の合理化策と効率的な

経費支出を推進し、利益面の向上策に積極的に努めてまいります。 

第２四半期累計期間および通期業績予想につきましては、平成21年５月８日発表の数値を変更しておりません。  

 ① 当第１四半期末の貸倒実績率等が前期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、前期末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 ② 当第１四半期末の棚卸高の算出につきましては、実施棚卸を省略し、前期末の実施棚卸高を基礎として合理的

な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して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。 

 ③ 固定資産の減価償却費の方法として定率法を採用している資産につきましては、会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。 

 ④ 経過勘定項目の算定方法といたしましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

 該当事項はありません。 

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



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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,352,861 1,552,006

受取手形 1,043,624 1,021,607

売掛金 4,720,238 4,487,875

商品及び製品 1,942,250 1,848,885

仕掛品 333,098 339,451

原材料及び貯蔵品 293,453 289,942

繰延税金資産 123,139 188,094

その他 638,161 377,573

貸倒引当金 △30,850 △32,530

流動資産合計 10,415,978 10,072,908

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,165,652 2,177,104

機械及び装置（純額） 187,520 191,692

土地 2,337,504 2,337,504

リース資産（純額） 228,284 240,851

その他（純額） 150,435 151,871

有形固定資産合計 5,069,396 5,099,024

無形固定資産   

のれん 17,142 22,857

商標権 2,171 1,654

ソフトウエア 12,776 13,017

リース資産 9,105 9,602

その他 13,765 14,145

無形固定資産合計 54,962 61,278

投資その他の資産   

投資有価証券 450,899 376,169

出資金 430 430

長期貸付金 100,000 125,000

破産更生債権等 208,574 211,896

繰延税金資産 228,924 261,390

保険積立金 120,876 129,404

長期預金 100,000 100,000

その他 191,066 196,491

貸倒引当金 △231,006 △229,876

投資その他の資産合計 1,169,765 1,170,907

固定資産合計 6,294,124 6,331,209

資産合計 16,710,102 16,404,117



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,091,577 3,145,498

買掛金 2,356,135 2,220,858

短期借入金 1,775,000 1,352,500

1年内返済予定の長期借入金 778,580 803,680

リース債務 54,866 54,866

未払金 116,539 47,186

未払費用 436,850 403,893

未払法人税等 8,013 170,575

預り金 100,846 13,012

賞与引当金 73,298 222,847

売上割戻引当金 149,670 158,896

その他 48,606 31,803

流動負債合計 8,989,983 8,625,619

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 2,006,568 2,188,031

リース債務 194,392 208,109

長期未払金 57,100 63,300

退職給付引当金 514,997 532,008

長期預り保証金 159,391 159,627

為替予約 198,637 157,452

固定負債合計 3,431,087 3,608,529

負債合計 12,421,070 12,234,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 883,000 883,000

資本剰余金   

資本準備金 1,192,597 1,192,597

資本剰余金 1,192,597 1,192,597

利益剰余金   

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金   

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 1,014,857 938,809

利益剰余金 2,105,957 2,029,909

自己株式 △2,280 △2,280

株主資本合計 4,179,273 4,103,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 109,757 66,742

評価・換算差額等合計 109,757 66,742

純資産合計 4,289,031 4,169,968

負債純資産合計 16,710,102 16,404,117



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,903,013 8,123,010

売上原価 5,641,148 6,552,940

売上総利益 1,261,864 1,570,069

販売費及び一般管理費 1,222,295 1,334,207

営業利益 39,569 235,862

営業外収益   

受取利息 2,318 1,807

受取配当金 6,079 5,535

受取賃貸料 32,877 33,216

デリバティブ評価益 97,464 －

その他 13,884 16,522

営業外収益合計 152,623 57,082

営業外費用   

支払利息 19,587 21,389

債権売却損 12,311 10,976

賃貸収入原価 14,597 16,290

デリバティブ評価損 － 41,184

その他 4,163 4,966

営業外費用合計 50,659 94,806

経常利益 141,533 198,139

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 549

その他 － 305

特別利益合計 － 855

特別損失   

固定資産除売却損 157 5,842

投資有価証券評価損 1,898 －

会員権評価損 8,650 －

特別損失合計 10,706 5,842

税引前四半期純利益 130,827 193,152

法人税、住民税及び事業税 5,073 13,113

法人税等調整額 58,116 68,019

法人税等合計 63,189 81,133

四半期純利益 67,638 112,019



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 130,827 193,152

減価償却費 67,181 72,609

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,823 △17,010

長期未払金の増減額（△は減少） △770 △6,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,652 △149,549

その他の引当金の増減額（△は減少） △2,423 △9,226

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,241 △549

受取利息及び受取配当金 △8,397 △7,343

支払利息 19,587 21,389

投資有価証券評価損益（△は益） 1,898 －

固定資産除却損 157 5,842

為替差損益（△は益） △1,327 24

デリバティブ評価損益（△は益） △97,464 41,184

売上債権の増減額（△は増加） 153,649 △251,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △199,296 △90,522

仕入債務の増減額（△は減少） △91,493 81,355

預り敷金及び保証金の受入による収入 256 1,011

預り敷金及び保証金の返還による支出 － △1,247

未収入金の増減額（△は増加） △96,758 △201,075

その他 83,370 166,233

小計 △211,239 △150,980

利息及び配当金の受取額 10,217 9,085

利息の支払額 △19,387 △23,205

法人税等の支払額 △25,544 △169,359

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,954 △334,460

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 △120,007 △2,105

定期預金の払戻による収入 1,506 2,012

投資有価証券の取得による支出 △2,288 △2,312

有形固定資産の取得による支出 △26,254 △27,270

有形固定資産の除却による支出 － 124

無形固定資産の取得による支出 － △1,072

貸付金の回収による収入 25,088 －

差入保証金の差入による支出 △569 △840

差入保証金の回収による収入 3,281 5,085

保険積立金の積立による支出 △4,951 △4,721

長期前払費用の取得による支出 △690 △157

その他 △8,530 305

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,415 △30,952



（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 402,500 422,500

長期借入れによる収入 500,000 2,957

長期借入金の返済による支出 △669,514 △209,520

リース債務の返済による支出 － △13,716

配当金の支払額 △42,073 △36,021

財務活動によるキャッシュ・フロー 190,912 166,198

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,327 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,129 △199,238

現金及び現金同等物の期首残高 939,850 1,029,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 752,721 830,189



 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



 該当事項はありません。 

６．その他の情報
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