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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,258 0.3 579 △4.8 582 △4.9 356 △0.7

21年3月期第2四半期 3,248 ― 608 ― 612 ― 358 ―

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2四半期 12,197.95 ―

21年3月期第2四半期 12,283.06 ―

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2四半期 9,060 7,079 78.1 242,448.33
21年3月期 9,680 6,959 71.9 238,350.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,079百万円 21年3月期  6,959百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 8,100.00 8,100.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5,100.00 5,100.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,835 16.4 1,584 14.6 1,588 14.5 961 13.6 32,910.96



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） 

（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。 

(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2四半期 29,200株 21年3月期  29,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 29,200株 21年3月期第2四半期 29,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、発表日現在の将来に関する見通しおよび計画に基づく予測が含まれており、経済情勢・競合状況・為替・金利の変動等に係るリ
スクや不安定要因により、実際の業績が予想数値と大きく異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４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 をご覧ください。 



 当第２四半期累計期間における我が国の経済は、輸出・生産の持ち直しや在庫調整の一巡等、一部に持ち直しの動

きが見られるものの、設備投資は引き続き低水準で推移していること、また雇用の過剰感が解消されないことから、

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 医療機器業界においては、政府主導で進められている医療費抑制政策や経済不安を背景に、医療機関が予算の縮小

と設備投資を控える傾向にあり、市場環境が厳しさを増しております。また、海外への装置販売の際に円建てでの取

引をおこなっている当社の取引形態上、為替相場の円高基調により、依然として海外市場における営業展開に影響を

受けております。 

このような経営環境の中で、当社では顧客との関係強化に努め、国内市場においては、施設の規模に柔軟に対応す

る採血管準備装置の 新機種BC・ROBO-888を基軸とした新規案件獲得、採血管準備装置の旧型機が更新時期を迎えて

いる施設での更新案件を捕捉することに注力してまいりました。また海外市場においては、採血管準備装置や血液ガ

ス分析装置をはじめとする各種装置の販路開拓を継続してまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,258,291千円（前年同期比0.3％増加）となりました。医療機関の予

算縮小や不安定な経済情勢の影響を受け、販売単価が高い採血管準備装置の営業展開は国内市場、海外市場ともに苦

戦を強いられた一方で、検体検査装置では中南米地域での大型案件を中心に海外市場における売上が増加した結果、

当第２四半期累計期間の国内市場における売上高は2,778,873千円（前年同期比5.1％減少）、海外市場における売上

高は479,417千円（前年同期比49.2％増加）となり、総売上高に対する海外売上高の占める割合は、前年同期比4.8ポ

イント上昇し14.7％となりました。 

 利益面に関しては、採算性の高い採血管準備装置の大型案件の受注が減少した影響等から、売上総利益は

1,509,794千円（前年同期比5.7％減少）、営業利益は579,167千円（前年同期比4.8％減少）、経常利益は582,121千

円（前年同期比4.9％減少）、四半期純利益は356,180千円（前年同期比0.7％減少）となりました。 

   

＜品目別の販売状況＞ 

・採血管準備装置 

当第２四半期累計期間における採血管準備装置の売上高は1,143,461千円（前年同期比23.0％減少）となりまし

た。 

医療機関の予算縮小や不安定な経済情勢の影響を受け、販売単価が高い採血管準備装置の営業展開は国内市場、

海外市場ともに苦戦を強いられました。販売案件の影響が顕著に現れた第１四半期に比し、当第２四半期（７～９

月）に入り販売案件が増加したものの、大型案件となる大規模病院への販売が伸び悩むなど力強さを欠き、売上高

は前年同期比23.0％減少しました。 

  

・検体検査装置 

当第２四半期累計期間における検体検査装置の売上高は437,436千円（前年同期比85.3％増加）となりました。 

競合他社との競争が激しく国内市場は依然として厳しい市場環境が続いている一方、中南米地域において血液ガ

ス分析装置の大型案件が成約する等、海外売上が牽引したことにより、売上高は前年同期比85.3％増加しました。

  

・消耗品等 

当第２四半期累計期間における消耗品等の売上高は1,561,575千円（前年同期比12.3％増加）となりました。 

 国内市場、海外市場ともに、装置の販売累計台数に基づき堅調に推移したことにより、売上高は前年同期比

12.3％増加しました。 

  

・その他 

当第２四半期累計期間におけるその他の売上高は115,817千円（前年同期比15.9％減少）となりました。 

売上が低調に推移した第１四半期に比し、当第２四半期（７～９月）に入り販売案件が増加したものの、依然と

して大型の更新案件の成約に遅れが生じていること等により、売上高は前年同期比15.9％減少しました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



当第２四半期末の総資産の残高は9,060,764千円となり、前事業年度末比619,787千円減少しました。これは主に、

売掛金の回収が進んだこと等により売上債権が569,950千円減少、売上債権の回収が進んだものの、本社第４ビル取

得費用支払、仕入債務の支払、配当金の支払及び法人税等の納付などにより現金及び預金が131,895千円減少、採血

管準備装置をはじめとする商品及び製品が72,079千円減少、本社第４ビル完工に伴い建物が211,502千円増加したこ

とによるものであります。 

当第２四半期末の負債の残高は1,981,273千円となり、前事業年度末比739,447千円減少しました。これは主に、売

上が集中する平成21年３月期第４四半期において販売をおこなった製品仕入に係る支払が滞りなく進んだことにより

仕入債務が701,044千円減少、法人税等の納付により未払法人税等が57,738千円減少したことによるものでありま

す。 

当第２四半期末の純資産の残高は7,079,491千円となり、前事業年度末比119,660千円増加しました。これは利益剰

余金が119,660千円増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は78.1％となり、前事業年度末比6.2ポ

イント上昇しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当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。）の期末残高は1,983,941千円となり、

前事業年度末比194,826千円の減少となりました。 

営業活動の結果271,130千円の資金増加となりました。これは主に、税引前四半期純利益582,121千円を計上、売上

債権の回収が進んだことにより売上債権の減少額569,950千円があったものの、仕入債務の減少額701,044千円、法人

税等の支払額281,912千円があったことによるものであります。 

投資活動の結果201,579千円の資金減少となりました。これは主に、本社第４ビル完工に伴う有形固定資産の取得

による支出132,487千円、定期預金の預入による支出62,930千円があったことによるものであります。 

財務活動の結果264,377千円の資金減少となりました。これは、配当金の支払額235,577千円および長期借入金の返

済による支出28,800千円があったことによるものであります。 

  

  

平成21年５月14日付の平成21年３月期決算短信で発表した平成22年３月期通期業績予想に変更はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法  

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,337,199 3,469,094

受取手形 553,625 602,160

売掛金 2,682,980 3,204,396

商品及び製品 691,154 763,233

仕掛品 54,412 60,482

原材料及び貯蔵品 70,082 52,809

前払費用 12,427 4,152

繰延税金資産 57,823 62,439

その他 454 10,376

流動資産合計 7,460,159 8,229,144

固定資産   

有形固定資産   

建物 851,857 626,490

減価償却累計額 △305,900 △292,035

建物（純額） 545,957 334,455

構築物 4,077 3,742

減価償却累計額 △2,415 △2,313

構築物（純額） 1,662 1,429

工具、器具及び備品 37,416 33,581

減価償却累計額 △27,871 △25,996

工具、器具及び備品（純額） 9,545 7,584

土地 787,326 787,326

建設仮勘定 － 75,000

有形固定資産合計 1,344,491 1,205,795

無形固定資産   

特許権 5,062 －

商標権 1,766 1,866

ソフトウエア 1,831 2,212

電話加入権 1,177 1,177

無形固定資産合計 9,838 5,257

投資その他の資産   

出資金 7,510 7,510

繰延税金資産 127,932 124,413

保険積立金 80,025 78,385

差入保証金 30,807 30,046

投資その他の資産合計 246,275 240,354

固定資産合計 1,600,605 1,451,407

資産合計 9,060,764 9,680,552



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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   

買掛金 1,014,580 1,715,625

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 57,600 57,600

未払金 83,479 52,368

未払法人税等 230,961 288,699

未払消費税等 23,643 －

未払費用 38,285 40,220

預り金 8,062 6,256

賞与引当金 85,000 85,000

その他 3,181 18,928

流動負債合計 1,644,793 2,364,698

固定負債   

長期借入金 16,000 44,800

役員退職慰労引当金 175,205 169,205

製品保証引当金 136,619 133,405

受入保証金 8,654 8,611

固定負債合計 336,479 356,022

負債合計 1,981,273 2,720,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,069,800 1,069,800

資本剰余金 967,926 967,926

利益剰余金 5,041,765 4,922,105

株主資本合計 7,079,491 6,959,831

純資産合計 7,079,491 6,959,831

負債純資産合計 9,060,764 9,680,552



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,248,651 3,258,291

売上原価 1,647,599 1,748,497

売上総利益 1,601,051 1,509,794

販売費及び一般管理費 992,666 930,626

営業利益 608,385 579,167

営業外収益   

受取利息 5,647 4,062

その他 111 442

営業外収益合計 5,759 4,504

営業外費用   

支払利息 2,068 1,551

営業外費用合計 2,068 1,551

経常利益 612,076 582,121

税引前四半期純利益 612,076 582,121

法人税、住民税及び事業税 251,801 224,845

法人税等調整額 1,609 1,095

法人税等合計 253,410 225,941

四半期純利益 358,665 356,180



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,032,867 2,044,715

売上原価 994,778 1,118,147

売上総利益 1,038,089 926,568

販売費及び一般管理費 472,497 465,436

営業利益 565,591 461,132

営業外収益   

受取利息 2,768 1,014

その他 55 67

営業外収益合計 2,824 1,082

営業外費用   

支払利息 983 727

営業外費用合計 983 727

経常利益 567,432 461,487

税引前四半期純利益 567,432 461,487

法人税、住民税及び事業税 238,000 184,294

法人税等調整額 △5,583 669

法人税等合計 232,417 184,963

四半期純利益 335,015 276,523



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 612,076 582,121

減価償却費 12,092 16,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,000 6,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500 △16,500

製品保証引当金の増減額（△は減少） △318 3,214

受取利息及び受取配当金 △5,647 △4,062

支払利息 2,068 1,551

売上債権の増減額（△は増加） △156,540 569,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,161 60,876

仕入債務の増減額（△は減少） △88,121 △701,044

その他の資産の増減額（△は増加） 24,483 7

その他の負債の増減額（△は減少） 6,111 31,757

小計 362,542 550,532

利息及び配当金の受取額 5,647 4,062

利息の支払額 △2,068 △1,551

法人税等の支払額 △289,378 △281,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,744 271,130

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 △62,815 △62,930

有形固定資産の取得による支出 △198,425 △132,487

無形固定資産の取得による支出 △2,000 △5,400

差入保証金の差入による支出 △2,027 △1,988

差入保証金の回収による収入 369 1,227

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,899 △201,579

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 △39,000 △28,800

配当金の支払額 △243,648 △235,577

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,648 △264,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △470,804 △194,826

現金及び現金同等物の期首残高 2,786,418 2,178,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,315,614 1,983,941



 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



(1）生産実績 

 当第２四半期累計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は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 

 見込み生産をおこなっているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりで

あります。なお、（）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）本社第４ビルに係る設備稼働状況 

 当社は、横浜市都筑区において主力製品である採血管準備装置をはじめとする各種製品の出荷前調整及び品質検

査ラインの増設並びに検体検査装置の試薬生産ラインを増設することを目的に、本社第４ビルの建設を進めてまい

りました。当該設備につきましては、平成21年７月竣工後、稼働可能ラインについて平成21年8月より順次稼働し

ております。 

６．その他の情報

品目別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

採血管準備装置（千円）  1,076,049  62.0

検体検査装置（千円）  426,468  250.5

消耗品等（千円）  1,576,645  120.2

その他（千円）  193,752  142.0

合計（千円）  3,272,915  97.6

品目別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

採血管準備装置（千円）  1,143,461  77.0

検体検査装置（千円）  437,436  185.3

消耗品等（千円）  1,561,575  112.3

その他（千円）  115,817  84.1

合計（千円）  3,258,291  100.3

相手先 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ヨーロッパ  81,737  25.4  67,136  14.0

中南米  86,887  27.1  277,110  57.8

アジア  148,519  46.2  128,696  26.8

その他  4,209  1.3  6,475  1.4

合計 
 

（9.9％） 

321,353
 100.0

 

（14.7％） 

479,417
 100.0
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