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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 5,445 ― 978 ― 996 ― 544 ―
20年12月期第3四半期 5,001 0.9 739 32.0 771 22.5 430 23.0

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3四半期 101.21 ―
20年12月期第3四半期 76.50 ―

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3四半期 11,333 9,472 83.6 1,794.44
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3四半期  9,472百万円 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
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

20年12月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
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 7,300 5.7 1,090 5.2 1,120 0.8 620 3.2 115.15
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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3四半期 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3四半期  431,040株 20年12月期  105,340株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 5,384,166株 20年12月期第3四半期 5,624,387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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 医療機器産業におきましては、医療費抑制を目的とした政府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。 

 当第３四半期累計期間は、新型インフルエンザ対策の影響で人工呼吸器の需要が増加し、販売・レンタルの売上高

が伸長いたしました。また、昨年度より販売を開始いたしましたビデオ硬性挿管用喉頭鏡の売上が増加した事等によ

り、売上高は5,445百万円となりました。売上原価については、メーカーからの特別価格適応や円高等による原価の

低減があり、売上総利益は計画を上回りました。販売費及び一般管理費は計画内の推移となりました。これらの結

果、営業利益は978百万円、経常利益は996百万円となりました。また、四半期純利益は544百万円となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ127百万円減少し、11,333百万円となり

ました。これは、現金及び預金の増加（96百万円）、受取手形及び売掛金の減少（154百万円）、商品の減少

（94百万円）等によるものです。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ108百万円減少し、1,861百万円となりました。これは、買掛金の減

少（149百万円）、未払法人税等の減少（57百万円）、賞与引当金の増加（131百万円）、預り金の減少（27百万

円）等によるものです。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ18百万円減少し、9,472百万円となりました。これは、四半期純

利益による増加（544百万円）、剰余金の配当による減少（276百万円）、自己株式の増加による株主資本の減少

（319百万円）等によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、596

百万円増加し、3,924百万円となりました。 

 また当第３四半期累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1,128百万円となりました。この内訳は税引前四半期純利益976百万円、減価償

却費463百万円、賞与引当金の増加131百万円、売上債権の減少154百万円、たな卸資産の減少94百万円、仕入債

務の減少149百万円、法人税等の支払533百万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64百万円となりました。この内訳は定期預金の払戻による収入500百万円、有

形固定資産の取得による支出360百万円、無形固定資産の取得による支出104百万円、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128百万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596百万円になりました。この内訳は自己株式の取得による支出319百万円、配

当金の支払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。    

  

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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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 

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ありません。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,924,605 3,827,835

受取手形及び売掛金 1,370,642 1,524,822

商品 1,227,105 1,321,956

仕掛品 8,422 7,683

繰延税金資産 139,609 87,150

その他 33,476 29,579

貸倒引当金 △9,563 －

流動資産合計 6,694,297 6,799,028

固定資産   

有形固定資産 1,981,854 2,030,483

無形固定資産 278,291 252,816

投資その他の資産   

投資有価証券 1,509,325 1,481,501

その他 896,575 911,092

貸倒引当金 △26,346 △13,173

投資その他の資産合計 2,379,555 2,379,420

固定資産合計 4,639,701 4,662,721

資産合計 11,333,998 11,461,750

負債の部   

流動負債   

買掛金 459,395 608,480

未払法人税等 239,252 296,949

賞与引当金 255,000 123,700

役員賞与引当金 24,500 27,000

その他 372,717 397,847

流動負債合計 1,350,865 1,453,978

固定負債   

退職給付引当金 398,763 407,848

役員退職慰労引当金 111,605 108,394

固定負債合計 510,368 516,242

負債合計 1,861,234 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 7,803,755 7,535,346

自己株式 △565,237 △245,709

株主資本合計 9,583,900 9,635,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105,622 △139,386

繰延ヘッジ損益 △5,513 △4,104

評価・換算差額等合計 △111,136 △143,491

純資産合計 9,472,764 9,491,529

負債純資産合計 11,333,998 11,461,750
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,445,738

売上原価 2,874,020

売上総利益 2,571,718

販売費及び一般管理費 1,592,779

営業利益 978,938

営業外収益  

受取利息 23,781

受取配当金 645

その他 7,365

営業外収益合計 31,792

営業外費用  

売上割引 5,627

為替差損 4,043

支払手数料 2,899

その他 1,392

営業外費用合計 13,962

経常利益 996,768

特別損失  

固定資産除売却損 18,374

たな卸資産廃棄損 1,444

特別損失合計 19,818

税引前四半期純利益 976,950

法人税、住民税及び事業税 491,857

法人税等調整額 △59,863

法人税等合計 431,994

四半期純利益 544,956
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,733,235

売上原価 960,287

売上総利益 772,947

販売費及び一般管理費 514,578

営業利益 258,369

営業外収益  

受取利息 4,762

為替差益 9,330

その他 2,418

営業外収益合計 16,512

営業外費用  

売上割引 1,601

その他 1,446

営業外費用合計 3,048

経常利益 271,833

特別損失  

固定資産除売却損 15,069

特別損失合計 15,069

税引前四半期純利益 256,763

法人税、住民税及び事業税 132,450

法人税等調整額 △19,887

法人税等合計 112,563

四半期純利益 144,199
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１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 976,950

減価償却費 463,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,736

賞与引当金の増減額（△は減少） 131,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,210

受取利息及び受取配当金 △24,426

為替差損益（△は益） 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 18,374

売上債権の増減額（△は増加） 154,180

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,306

仕入債務の増減額（△は減少） △149,085

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,741

その他 △56,267

小計 1,636,591

利息及び配当金の受取額 25,916

法人税等の支払額 △533,680

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,128,827

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 500,000

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 △360,991

無形固定資産の取得による支出 △104,507

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 128,707

差入保証金の差入による支出 △1,526

その他 1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー 64,029

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 △319,528

配当金の支払額 △276,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △596,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 596,769

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 3,924,605

アイ・エム・アイ株式会社（７５０３）平成21年12月期　第３四半期決算短信（非連結）

－8－



 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。 

 当社は、平成20年５月９日開催の取締役会決議、平成21年２月17日開催の取締役会決議、および平成21年４

月13日開催の取締役会決議に基づき、市場より252,000株319,528千円の自己株式を取得いたしました。これら

の結果、当第３四半期累計期間において自己株式が252,000株319,528千円増加し、当第３四半期会計期間末に

おいて自己株式が431,040株565,237千円となっております。  

（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３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

   

  

科目

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,001,372

Ⅱ 売上原価  2,680,197

売上総利益  2,321,174

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,581,314

営業利益  739,860

Ⅳ 営業外収益  43,667

Ⅴ 営業外費用  12,025

経常利益  771,503

Ⅵ 特別損失  8,513

税引前四半期純利益  762,989

税金費用  332,756

四半期純利益  430,233
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前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30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３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前四半期純利益   762,989

減価償却費   363,587

売上債権の増減額   311,940

仕入債務の増減額   33,303

その他   29,265

小計  1,501,086

法人税等の支払額  △371,069

その他   33,732

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,163,749

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  

△313,908

その他  △386,725

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△700,633

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  

△51,005

配当金の支払額  △283,428

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△334,433

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△13

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  128,668

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  3,813,092
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