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1. 平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 4,405 ― 629 ― 632 ― 235 ―
20年12月期第2四半期 4,422 3.7 681 8.6 700 11.0 427 7.3

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2四半期 24.52 ―
20年12月期第2四半期 44.47 ―

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2四半期 14,193 10,393 73.2 1,080.76
20年12月期 13,963 10,274 73.6 1,068.35

（参考） 自己資本 21年12月期第2四半期 10,393百万円 20年12月期 10,274百万円

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 ― 15.00 ― 18.00 33.00
21年12月期 ― 15.00
21年12月期

（予想）
― 18.00 33.00

3. 平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 9,458 4.4 1,447 0.9 1,400 6.7 708 △12.6 73.62
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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)詳細については4ページ【定性的情報・財務諸表】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)詳細については4ページ【定性的情報・財務諸表】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．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな要因により記載の予想数値と
は異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は4ページ【定性的情報・財務諸表】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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「四半期会計基準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。

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 9,664,327株 20年12月期 9,664,327株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 47,316株 20年12月期 46,976株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 9,617,182株 20年12月期第2四半期 9,617,474株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き世界的な経済減速の影響を受けて、雇用情勢の

悪化や企業収益の大幅な減少が続いており、一部に回復の兆しはあるものの、本格的な回復には時間がかかるも

のと思われます。

当医療機器業界におきましては、平成２０年４月に診療報酬のマイナス改定が実施され、業界をとりまく環

境は依然として厳しい状態が続いております。また、今まで以上に品質、安全性を確保することも経営上の重要

な課題となってきており、適切な社内管理体制の維持が必要不可欠となっております。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間では、主に自社販売に重点をおいた販売活動と経費の効率

的な運用を通して、収益の確保に取り組んでまいりました。

しかしながら、当第2四半期連結累計期間の売上高は、主に診療報酬引下げと企業間の競争激化による販売

価格引き下げの影響を受けて、４，４０５百万円と前年同期比0.4％の減収となりました。

これらを販売形態別に見ますと、まず自社販売は３，３２７百万円（前年同期比0.4％減）となりました。自

社販売の製品系統別の内訳では、泌尿器系はフォーリーカテーテル、セフティカテ、膀胱ろうカテなどを中心に

数量・金額ともに販売を順調に伸ばしました。消化器系では胃ろう造設術関連製品は順調に増加しましたが、主

にイレウスチューブの単価下落による売上不足により全体ではほぼ横ばいとなりました。外科系ではペインブロ

ッカーポンプは引き続き増加しましたが、一部の内視鏡下手術関連製品が前期に販売契約終了したことによる影

響で減少しました。血管系ではマイクロカテーテルは堅調に増加しましたが、心血管アンギオカテーテルが不振

だったために減少しました。また、看護・検査系他では組織採取用の生検針などが販売を伸ばしましたが、注腸

検査用のチューブが伸び悩んだために全体では微減となりました。

OEM販売では外科系製品の一部は増加しましたが、主に血管系のエクステンションチューブの減少により７５

３百万円（前年同期比0.9％減）となりました。

輸出販売では、泌尿器系の膀胱穿刺カテーテル、消化器系の胃ろう造設術関連製品やバルーンゾンデは増加し

ましたが、泌尿器系のバイオマリナーの減少により、２６１百万円（前年同期比5.5％減）となりました。

最後に海外販売ですが、中国国内での販売活動は、泌尿器系、消化器系、外科系、看護検査系ともに順調に売

上を伸ばし、５９百万円（前年同期比44.2％増）となりました。

また、製品系統別の実績では泌尿器系製品は１，０５３百万円（前年同期比3.7%増）、消化器系製品は１，６

１６百万円（前年同期比0.5%増）、外科系製品は５０９百万円（前年同期比5.1%減）、血管系製品は８６５百万

円（前年同期比3.7%減）、看護・検査系他製品は３５６百万円（前年同期比0.2%減）、その他で３百万円（前年

同期比3.8%増）となっております。

一方、利益面につきましては、売上全般の伸び悩みと販売費及び一般管理費の増加などによりまして、売上

総利益は２,２３９百万円（前年同期比0.8%減）、営業利益は６２９百万円（前年同期比7.6%減）、経常利益は

６３２百万円（前年同期比9.6%減）、四半期（当期）純利益は北海道工場隣接地の減損処理をした結果２３５百

万円（前年同期比44.9%減）となりました。

（１）資産・負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して２３０百万円増加して１４，１９３百万

円となりました。これは、国債の償還による有価証券の減少２００百万円や減損計上による土地の減少１４２百

万円等に対し、現金及び預金４９７百万円、たな卸資産１４６百万円の増加が主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末と比較して１１１百万円増加して３，７９９百万円と

なりました。これは、支払手形及び買掛金の増加８８百万円が主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して１１８百万円増加して１０，３９３百

万円となりました。これは、利益剰余金の増加５０百万円及び為替変動による為替換算調整勘定の増加６６百万

円が主な要因です。

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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（２） キャッシュ・フローの状況

（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６６４百万円となりました。これは、たな卸資産の増加１３４百万円、法人

税等の支払額２７５百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益４８９百万円、減価償却費１４

７百万円、工場隣接地の減損計上１４４百万円、売上債権の減少１８９百万円などによる資金の増加が主な要

因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は１０百万円となりました。これは国債の償還による資金の増加２００百万円に

対し、生産設備等有形固定資産の購入２０５百万円などによる資金の減少が主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は１８０百万円となりました。これは、配当金の支払額１７３百万円による資金

の減少が主な要因です。

通期の連結業績予想につきましては、平成21年2月6日に公表しました平成21年12月期の業績予想を修正いたし

ました。詳細につきましては、平成21年8月7日に公表の「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知ら

せ」をご覧ください。

なお、平成21年2月6日に公表の配当予想に変更はありません。

該当事項はありません。

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結累計期間末の貸倒実績等が前連結会計年度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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しています。

２．経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、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。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

在外子会社及び重要性のない国内子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減

算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

また、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ものについては、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。

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

単位：百万円

当四半期

[平成21年第2四半期]

営業活動によるキャッシュ・フロー 664

投資活動によるキャッシュ・フロー △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △180

現金及び現金同等物 3,759

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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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．「リース取引に関する会計基準」の適用

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、「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))が平成20年4月1日以

後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結累計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。又、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース開始取引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よっております。この適用に伴う損益への影響はありません

３．連結財務諸表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

当第１四半期連結累計期間より「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り扱

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。これにより、期首の利益剰

余金に与える影響額は１１，９６３千円の減少であります。また、損益に与える影響は軽微であります。
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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２四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20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,772,495 3,274,747

受取手形及び売掛金 3,247,115 3,432,631

有価証券 510,200 710,580

商品及び製品 1,270,614 1,138,914

仕掛品 432,952 407,716

原材料及び貯蔵品 158,538 169,346

繰延税金資産 107,391 110,800

その他 82,411 68,066

貸倒引当金 △11,000 △13,000

流動資産合計 9,570,720 9,299,803

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,568,063 1,588,902

機械装置及び運搬具（純額） 244,293 185,551

土地 1,554,605 1,696,733

その他（純額） 476,850 388,320

有形固定資産合計 3,843,811 3,859,508

無形固定資産

特許権 30,252 52,964

その他 54,198 51,490

無形固定資産合計 84,451 104,455

投資その他の資産

投資有価証券 181,770 178,933

関係会社出資金 77,364 77,364

繰延税金資産 385,789 391,811

その他 53,827 55,760

貸倒引当金 △4,487 △4,487

投資その他の資産合計 694,263 699,382

固定資産合計 4,622,526 4,663,345

資産合計 14,193,246 13,963,148
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 844,533 756,097

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 9,996 9,996

未払法人税等 247,442 290,590

賞与引当金 39,563 56,522

役員賞与引当金 4,500 10,100

その他 529,682 449,609

流動負債合計 2,575,717 2,472,917

固定負債

長期借入金 205,324 200,419

退職給付引当金 819,151 790,672

役員退職慰労引当金 188,228 224,402

その他 11,096 －

固定負債合計 1,223,801 1,215,494

負債合計 3,799,519 3,688,411

純資産の部

株主資本

資本金 1,461,735 1,461,735

資本剰余金 1,486,022 1,486,022

利益剰余金 7,470,159 7,419,435

自己株式 △34,136 △33,879

株主資本合計 10,383,780 10,333,314

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 36,439 34,899

為替換算調整勘定 △26,492 △93,476

評価・換算差額等合計 9,946 △58,577

純資産合計 10,393,727 10,274,737

負債純資産合計 14,193,246 13,963,148
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（２）四半期連結損益計算書
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 4,405,578

売上原価 2,166,024

売上総利益 2,239,554

販売費及び一般管理費 1,609,902

営業利益 629,651

営業外収益

受取利息 5,270

為替差益 907

金利スワップ評価益 2,935

その他 7,102

営業外収益合計 16,216

営業外費用

支払利息 10,184

手形売却損 702

その他 2,346

営業外費用合計 13,232

経常利益 632,634

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,000

特別利益合計 2,000

特別損失

固定資産除却損 36

減損損失 144,968

特別損失合計 145,004

税金等調整前四半期純利益 489,630

法人税、住民税及び事業税 245,433

法人税等調整額 8,377

法人税等合計 253,810

四半期純利益 235,819
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年１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 489,630

減価償却費 147,348

減損損失 144,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,397

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,173

受取利息及び受取配当金 △5,270

支払利息 10,184

為替差損益（△は益） △8,494

売上債権の増減額（△は増加） 189,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,625

仕入債務の増減額（△は減少） 84,627

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,372

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,022

その他の流動負債の増減額（△は減少） 117,583

その他 △2,867

小計 944,433

利息及び配当金の受取額 5,815

利息の支払額 △10,035

法人税等の支払額 △275,606

営業活動によるキャッシュ・フロー 664,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △602

有価証券の償還による収入 200,740

有形固定資産の取得による支出 △205,928

有形固定資産の売却による収入 255

無形固定資産の取得による支出 △7,246

その他 1,880

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,901

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 △5,073

リース債務の返済による支出 △1,874

配当金の支払額 △173,238

その他 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497,747

現金及び現金同等物の期首残高 3,261,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,759,395
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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。

当連結会計年度において、当社グループはディスポーザブルカテーテル・チューブの製造・販売を主事業とし

ており、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

当連結会計年度において、本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％を超えているた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成21年1月1日～平成21年6月30日)

（注）１．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。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。

欧州・・・・ドイツ、イタリア、他

その他・・・ オーストラリア、中国、韓国、他

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〕

欧州 その他 計

千円 千円 千円

Ⅰ．海外売上高 230,120 32,365 262,486

Ⅱ．連結売上高 － － 4,405,578

Ⅲ．連結売上高に占める

海外売上高
5.2% 0.7% 6.0%

（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財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自 平成20年1月1日
至 平成20年6月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 4,422,083 100.0

Ⅱ 売上原価 2,163,748 48.9

売上総利益 2,258,335 51.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,577,182 35.7

営業利益 681,152 15.4

Ⅳ 営業外収益 37,978 0.9

１．受取利息 4,798

２．受取配当金 17,709

３．その他 15,471

Ⅴ 営業外費用 18,948 0.4

１．支払利息 8,430

２．手形売却損 887

３．為替差損 8,940

４．その他 690

経常利益 700,183 15.9

Ⅵ 特別利益 3,500 0.1

１．貸倒引当金戻入益 3,500

Ⅶ 特別損失 － －

税金等調整前中間純利益 703,683 16.0

法人税、住民税及び事業
税

263,227 6.0

法人税等調整額 12,757 0.3

中間純利益 427,697 9.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成20年1月1日
至 平成20年6月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 703,683

減価償却費 144,233

貸倒引当金の増減額 △3,447

賞与引当金の増減額 △1,222

役員賞与引当金の増減額 △5,050

退職給付引当金の増減額 33,113

役員退職慰労引当金の増減額 △1,091

受取利息及び配当金 △22,507

支払利息 8,430

為替差損益 8,383

売上債権の増減額 120,203

たな卸資産の増減額 △56,218

仕入債務の増減額 △156,516

未払消費税等の増減額 1,381

その他流動資産の増減額 △32,972

その他流動負債の増減額 140,059

その他 △1,447

小計 879,015

利息及び配当金の受取額 22,875

利息の支払い額 △8,472

法人税等の支払額 △201,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 691,939

Ⅱ 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 △3,104

投資有価証券の取得による支出 △605

有形固定資産の取得による支出 △181,118

有形固定資産の売却による収入 15

無形固定資産の取得による支出 △12,805

短期貸付金の回収による収入 6,068

その他 636

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,912

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額 △61,073

長期借入金による収入 212,906

長期借入金の返済による支出 △4,998

配当金の支払額 △172,862

その他 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,276

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,407

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 457,342

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,710,173

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,167,516
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前連結会計年度において、当社グループはディスポーザブルカテーテル・チューブの製造・販売を主事業とし

ており、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

前連結会計年度において、本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％を超えているた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成20年1月1日～平成20年6月30日)

（注）１．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。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。

欧州・・・・ドイツ、イタリア、他

その他・・・ オーストラリア、中国、韓国、他

（３）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〕

欧州 その他 計

千円 千円 千円

Ⅰ．海外売上高 243,796 32,753 276,550

Ⅱ．連結売上高 － － 4,422,083

Ⅲ．連結売上高に占める

海外売上高
5.5% 0.7% 6.2%
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