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

22年3月期第1四半期 3,207 6.4 772 18.2 804 17.9 403 21.1
21年3月期第1四半期 3,013 ― 653 ― 682 ― 332 ―

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 430.75 ―

21年3月期第1四半期 355.72 ―

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 30,861 26,391 85.5 28,201.91
21年3月期 30,824 26,459 85.8 28,274.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,391百万円 21年3月期  26,459百万円

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 ― ― ― 500.00 500.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 500.00 500.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

6,394 5.2 1,391 8.6 1,428 6.1 761 8.7 814.23

通期 13,001 5.4 2,800 5.6 2,868 4.1 1,677 4.3 1,792.15
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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) 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・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 平成21年５月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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４ページ【定性的情報・
財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 944,000株 21年3月期  944,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  8,212株 21年3月期  8,212株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 935,788株 21年3月期第1四半期 935,793株
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 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、引続き世界的な金融・経済危機による景気停滞局面の中で先行

き不透明な状況が続いております。 

 当社グループの属する医療関連業界におきましては、急激な国民医療費の増加を抑制し、より良質で効率的な医療

を享受する制度を構築する目的で医療制度改革が進展しており、定期的に医療材料の償還価格改定が実施されており

ます。2008年４月にも価格改定が行われており、全体としてマイナス改定され、より一層の経営の効率化、コスト低

減努力が求められる状況となっております。 

 このような事業環境下で、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、3,207百万円（前年同期比6.4％増）、連結

営業利益は、772百万円（同18.2％増）、連結経常利益は、804百万円（同17.9％増）、連結四半期純利益は、403百

万円（同21.1％増）となりました。  

  

 当社の商品区分である品目別の売上高は、以下の通りであります。 

  人工透析類におきましては、人工透析用留置針の販売価格の下落傾向は続いておりますが、国内外での販売数量の

増加に伴い、1,372百万円（前年同期比1.6％増）、静脈留置針類におきましては、止血弁付安全静脈留置針が引続き

好調であり、634百万円（同17.6％増）となりました。アンギオ類におきましては、国内外での販売数量の増加等の

要因により、1,188百万円（同7.5％増）となっております。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

  総資産は前連結会計年度末に比べ、37百万円増加し30,861百万円となりました。 

 流動資産は同109百万円増の21,477百万円、固定資産は同72百万円減の9,384百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が106百万円増加したこと等によるものです。 

 固定資産減少の主な要因は、有形固定資産が31百万円、投資有価証券が34百万円減少したこと等によるものです。

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、67百万円減少し26,391百万円となりました。 

 その主な要因は、当四半期純利益の計上による増加や、配当金の支払による減少により差引で利益剰余金が64百万

 円減少したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は0.3ポイント減少し85.5％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ1,665百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には6,656百万円と

なりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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432百万円（前年同四半期は489百万円の獲得）となりました。内訳の主なものは、

税金等調整前四半期純利益の797百万円と、法人税等の支払591百万円等であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は1,651百万円（前年同四半期は5,098百万円の使用）となりました。これは主に、預

入期間が３か月を超える定期預金の預入による純支出1,500百万円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は448百万円（前年同四半期は441百万円の使用）となりました。内訳は、配当金の支

  払額であります。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。国内におきましては、医療制度改革の一環と

して、2008年４月の償還価格の改定の影響が残り、引続き厳しい状況が続く見通しであります。 

 国内市場の状況に合致した迅速な対応で、販売数量増加に努めてまいります。また、海外マーケットにおきまし 

ては、国内と同様に、マーケットの動向等を把握し、販売数量増加に努めてまいります。 

 連結売上高は、13,001百万円（前年同期比5.4％増）、連結営業利益2,800百万円（同5.6％増）、連結経常利益

2,868百万円（同4.1％増）、連結当期純利益1,677百万円（同4.3％増）を計画しております。なお、品目別売上高

は、人工透析類5,500百万円（前年同期比1.8％増）、静脈留置針類2,788百万円（同19.4％増）アンギオ類4,713百万

円（同3.8％増）となっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

 簡便な会計処理 

 ・棚卸資産の評価方法 

   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

  卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,656,860 15,822,236

受取手形及び売掛金 3,162,099 3,055,815

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 598,057 595,080

仕掛品 890,396 852,189

原材料及び貯蔵品 285,949 246,964

繰延税金資産 239,989 194,096

その他 144,215 101,216

貸倒引当金 △322 △310

流動資産合計 21,477,245 21,367,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,146,437 2,988,218

機械装置及び運搬具（純額） 1,120,074 1,130,583

工具、器具及び備品（純額） 1,055,615 1,062,984

土地 2,574,144 2,575,440

建設仮勘定 54,627 224,901

有形固定資産合計 7,950,899 7,982,128

無形固定資産 146,946 159,407

投資その他の資産   

投資有価証券 452,331 487,200

長期貸付金 17,775 18,445

保険積立金 103,076 103,076

繰延税金資産 646,052 637,593

その他 67,673 69,729

貸倒引当金 △97 △99

投資その他の資産合計 1,286,812 1,315,945

固定資産合計 9,384,658 9,457,481

資産合計 30,861,903 30,824,770
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,237,773 1,208,661

未払法人税等 382,650 535,510

賞与引当金 140,801 268,848

その他 814,517 444,220

流動負債合計 2,575,742 2,457,240

固定負債   

退職給付引当金 346,048 337,101

役員退職慰労引当金 940,696 963,155

その他 608,408 608,265

固定負債合計 1,895,153 1,908,522

負債合計 4,470,895 4,365,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 14,951,914 15,016,718

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 26,381,316 26,446,120

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,575 2,859

為替換算調整勘定 13,267 10,028

評価・換算差額等合計 9,691 12,887

純資産合計 26,391,008 26,459,007

負債純資産合計 30,861,903 30,824,770
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 3,013,890 3,207,121

売上原価 1,612,720 1,685,977

売上総利益 1,401,170 1,521,144

販売費及び一般管理費 747,560 748,289

営業利益 653,610 772,854

営業外収益   

受取利息 19,296 16,655

受取配当金 4,211 3,924

受取地代家賃 6,765 6,985

その他 7,335 8,910

営業外収益合計 37,608 36,475

営業外費用   

支払利息 3,445 3,619

為替差損 5,059 －

その他 234 838

営業外費用合計 8,740 4,457

経常利益 682,478 804,873

特別利益   

助成金収入 51,870 60,139

その他 3,074 －

特別利益合計 54,944 60,139

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23,747

固定資産除却損 499 6,329

減損損失 － 1,296

固定資産圧縮損 50,326 35,698

その他 1,004 －

特別損失合計 51,831 67,072

税金等調整前四半期純利益 685,592 797,940

法人税、住民税及び事業税 399,989 444,515

法人税等調整額 △47,281 △49,665

法人税等合計 352,708 394,850

四半期純利益 332,883 403,089
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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）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 685,592 797,940

減価償却費 199,335 168,066

投資有価証券評価損益（△は益） － 23,747

固定資産除売却損益（△は益） △1,570 6,329

減損損失 － 1,296

退職給付引当金の増減額（△は減少） 747 8,872

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,301 △22,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,533 △128,047

受取利息及び受取配当金 △23,507 △20,579

支払利息 3,445 3,619

助成金収入 △51,870 △60,139

固定資産圧縮損 50,326 35,698

売上債権の増減額（△は増加） △51,214 △106,337

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,837 △79,307

仕入債務の増減額（△は減少） 27,464 22,062

その他 426,864 355,981

小計 1,066,546 1,006,754

利息及び配当金の受取額 18,701 28,697

利息の支払額 △11,689 △12,136

法人税等の支払額 △584,413 △591,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 489,144 432,221

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 △5,000,000 △6,500,000

定期預金の払戻による収入 － 5,000,000

有形固定資産の取得による支出 △168,537 △212,156

有形固定資産の売却による収入 18,577 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,338

長期貸付金の回収による収入 590 669

差入保証金の差入による支出 △1,158 △802

差入保証金の回収による収入 644 2,420

助成金による収入 51,870 60,139

その他 △358 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,098,371 △1,651,068

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △441,443 △448,638

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,443 △448,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,710 2,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,053,380 △1,665,375

現金及び現金同等物の期首残高 15,326,142 8,322,236

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,272,761 6,656,860
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（ 

自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当連結グループは同一セグメントに属する医療機器の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類が

ないため該当事項はありません。   

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（ 

自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。  

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（ 

自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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（１）生産実績 

  当第１四半期連結会計期間の生産実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。  

 （注）１.金額は平均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）受注状況 

  当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

（３）販売実績 

  当第１四半期連結会計期間の販売実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．生産、受注及び販売の状況

 品目別 

当第１四半期連結会計期間 

 （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

 前年同期比（％） 

 人工透析類       （千円）      1,335,916         103.9 

 静脈留置針（麻酔）類  （千円）       652,780         110.9 

 アンギオ類       （千円）      1,164,440          113.3 

        合計   （千円）      3,153,137         108.6 

 品目別 

当第１四半期連結会計期間 

 （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

前年同期比（％） 

 人工透析類       （千円）        1,372,668      101.6 

 静脈留置針（麻酔）類  （千円）         634,921       117.6   

 アンギオ類       （千円）        1,188,515      107.5 

 その他         （千円）         11,016       66.3    

        合計   （千円）        3,207,121      106.4  
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