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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 22,091 △4.0 1,105 7.5 999 8.7 772 33.5
21年3月期第2四半期 23,010 ― 1,029 ― 919 ― 578 ―

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 17.86 ―

21年3月期第2四半期 13.37 ―

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 42,535 23,586 55.4 544.90
21年3月期 41,737 22,744 54.4 525.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  23,556百万円 21年3月期  22,724百万円

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 ― 2.50 ― 3.50 6.00
22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

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 46,300 4.3 1,900 0.4 1,750 0.4 1,200 1.7 27.75
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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） 

(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．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、様々
な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結累計期間より百万
円単位をもって記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。 

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 43,844,932株 21年3月期  43,844,932株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  614,396株 21年3月期  608,434株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 43,232,914株 21年3月期第2四半期 43,255,549株

― 2 ―



  

当社グループを取り巻く環境は、国内においては、医療費の抑制を目的の一つとした医療制度改革が

推し進められる中、医療施設をはじめ医療業界全般において経営の効率化が求められております。ま

た、海外においても、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念などにより、経営環境はますま

す厳しいものとなっております。 

 このような環境において、当社グループでは「医療の安全」「医療の効率化」「再生医療」の３つを

キーワードとして、製品の開発・生産・販売を進めております。輸液輸血群、一般用品群等では、医療

の安全に貢献する輸液及び経腸栄養関連製品を、透析群では血液透析及び腹膜透析の両分野の製品を、

循環器群では、膜型人工肺、心肺回路等の自社開発製品を中心に事業を展開し、収益の拡大に努めてお

ります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、220億91百万円（前年同四半期比4.0%減）とな

りました。そのシステム部門別の内訳は後述のとおりであります。 

 利益につきましては、原油価格の低下等による製造費用の減少や労務費の低減により営業利益は11億

5百万円（前年同四半期比7.5%増）となり、業績が改善した関連会社の持分法投資利益等により、経常

利益は9億99百万円（前年同四半期比8.7%増）となりました。また、海外子会社において法人税等の還

付があったことから、四半期純利益は7億72百万円（前年同四半期比33.5%増）となりました。 

  

システム部門別の業績は次のとおりであります。 

(1) 輸液輸血群 

国内においては、誤接続防止機能を備えた経口・経腸栄養システム製品の販売が引き続き伸長した

一方で、一般消耗品が伸び悩みました。また、海外においては、北米向け成分献血用回路の販売が好

調に推移したものの、前年同期に比べた円高の影響により円貨換算後の売上高は減少しました。その

結果、売上高は100億96百万円（前年同四半期比1.2%減）となりました。 

(2) 一般用品群 

国内において、検診用手袋の販売が引き続き好調に推移したことに加え、新型インフルエンザ対策

からマスク等の不織布関連製品の販売が増加し、売上高は23億96百万円（前年同四半期比4.9%増）と

なりました。  

(3) 透析群 

国内においては、薬剤管理の安全性向上を背景に、薬剤充填済み注射器「ヘパフィルド」の販売が

大幅に増加した一方で、耐久消費財の買い控えにより血液透析装置の販売が鈍化しました。また、海

外においては、ＡＶＦ針の販売が流通段階の在庫調整により減少したことに加え、前述した為替の影

響により、売上高は68億47百万円（前年同四半期比12.7%減）となりました。   

(4) 循環器群 

国内において、ペースメーカーや心肺回路の販売が好調に推移しました。その結果、売上高は20億

92百万円（前年同四半期比3.6%増）となりました。  

(5) その他 

上記のほか、その他取扱商品の売上高は6億58百万円（前年同四半期比2.6%増）となりました。 

  

  

【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
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 当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億97百万円増加の

425億35百万円となりました。各資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

■資産 

 流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2億12百万円増加の253億89百万円となりました。この主

な要因は、現預金の増加及び棚卸資産の減少であります。  

 また、固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5億85百万円増加の171億46百万円となりました。

この主な要因は、有形固定資産の取得及び時価評価による投資有価証券の増加であります。 

■負債 

 流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4億25百万円減少の149億36百万円となりました。この主

な要因は、仕入債務の減少であります。  

 また、固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3億81百万円増加の40億12百万円となりました。

この主な要因は、長期借入金の増加であります。 

■純資産 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ8億42百万円増加の235億86百万円となりました。この主な

要因は、四半期純利益による利益剰余金の増加であります。 

 なお、自己資本比率は55.4%となり、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ19円32銭増加

の544円90銭となりました。 

  

第２四半期連結累計期間の実績は、当初の各利益予想値を上回りましたが、第３四半期以降の経営環

境には依然として不透明さが残るため、平成22年3月期通期の連結業績予想につきましては、現時点で

は平成21年5月12日に公表しました予想値を据え置いております。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,832 2,765

受取手形及び売掛金 12,795 12,971

有価証券 52 52

商品及び製品 4,432 4,759

仕掛品 1,555 1,479

原材料及び貯蔵品 2,308 2,514

その他 428 649

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 25,389 25,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,326 4,110

その他（純額） 9,252 9,044

有形固定資産合計 13,578 13,154

無形固定資産 704 741

投資その他の資産   

投資有価証券 1,718 1,518

その他 1,153 1,159

貸倒引当金 △9 △13

投資その他の資産合計 2,862 2,665

固定資産合計 17,146 16,561

資産合計 42,535 41,737
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,028 6,811

短期借入金 3,857 3,624

1年内返済予定の長期借入金 1,490 1,350

未払法人税等 159 244

製品保証引当金 9 11

賞与引当金 771 756

その他 2,619 2,563

流動負債合計 14,936 15,362

固定負債   

長期借入金 3,194 2,763

退職給付引当金 171 161

役員退職慰労引当金 16 150

その他 630 556

固定負債合計 4,012 3,631

負債合計 18,949 18,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,522 6,522

資本剰余金 9,473 9,473

利益剰余金 9,586 8,965

自己株式 △244 △242

株主資本合計 25,338 24,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 △33

為替換算調整勘定 △1,811 △1,962

評価・換算差額等合計 △1,781 △1,995

少数株主持分 29 20

純資産合計 23,586 22,744

負債純資産合計 42,535 41,737
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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：百万円）

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

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

売上高 23,010 22,091

売上原価 16,243 15,386

売上総利益 6,766 6,705

販売費及び一般管理費 5,737 5,599

営業利益 1,029 1,105

営業外収益   

受取利息 21 4

受取配当金 12 10

持分法による投資利益 － 65

その他 50 58

営業外収益合計 84 139

営業外費用   

支払利息 66 60

持分法による投資損失 53 －

為替差損 － 158

その他 74 25

営業外費用合計 194 245

経常利益 919 999

特別利益   

固定資産売却益 4 5

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 4 6

特別損失   

固定資産売却損 2 2

固定資産廃棄損 23 36

投資有価証券評価損 17 －

たな卸資産評価損 72 －

特別損失合計 115 38

税金等調整前四半期純利益 808 967

法人税、住民税及び事業税 217 204

法人税等還付税額 － △29

法人税等調整額 14 13

法人税等合計 231 188

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 7

四半期純利益 578 772
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 808 967

減価償却費 1,090 1,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 △134

受取利息及び受取配当金 △33 △15

支払利息 66 60

手形売却損 1 0

為替差損益（△は益） 28 8

持分法による投資損益（△は益） 53 △65

固定資産売却損益（△は益） △2 △3

固定資産廃棄損 23 36

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17 －

売上債権の増減額（△は増加） △544 190

たな卸資産の増減額（△は増加） △475 480

仕入債務の増減額（△は減少） 315 △788

未払消費税等の増減額（△は減少） 7 29

その他の流動資産の増減額（△は増加） △218 375

その他の流動負債の増減額（△は減少） △142 △137

その他 68 106

小計 1,104 2,238

利息及び配当金の受取額 33 15

利息の支払額 △68 △61

法人税等の還付額 － 29

法人税等の支払額 △329 △298

営業活動によるキャッシュ・フロー 740 1,922
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（単位：百万円）

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

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

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 △1 △0

定期預金の払戻による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △1,063 △1,370

有形固定資産の売却による収入 7 8

無形固定資産の取得による支出 △95 △105

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △26 △71

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付金の回収による収入 12 12

その他 35 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,126 △1,532

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 8,317 7,700

短期借入金の返済による支出 △8,360 △7,477

長期借入れによる収入 － 1,250

長期借入金の返済による支出 △641 △691

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △107 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー △797 627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,188 1,063

現金及び現金同等物の期首残高 3,760 2,750

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,571 3,813
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は、基本的に医療機器・医薬品の製造・販売を行っており、前第２四半期連結累計

期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日)において、この部門での売上高及び営業利益の金額が、すべての部門の売上高及び

営業利益の金額の90％を超えているため記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ………中国、韓国、シンガポール、インドネシア 

(2) ヨーロッパ ………ドイツ 

(3) その他の地域………アメリカ 

３ 会計処理方法の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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」に記載のとおり、棚卸資産

の評価方法を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、営業利益は「日本」が55百万円減

少しております。 

(2)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扱いの適用 

 「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」に記載のとおり、連結決算

上必要な調整を行っていることにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、営業利益は「アジア」が0.6

百万円、「ヨーロッパ」が2百万円それぞれ増加しております。 
  

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ………中国、韓国、シンガポール、インドネシア 

(2) ヨーロッパ ………ドイツ 

(3) その他の地域………アメリカ 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア  
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

その他の 
地域 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,546 4,035 2,081 1,346 23,010 ― 23,010 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,461 3,201 3 4 5,671 (5,671) ―

計 18,008 7,236 2,085 1,350 28,681 (5,671) 23,010 

営業利益又は営業損失(△) 211 399 332 79 1,022 6 1,029

日本 
(百万円)

アジア  
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

その他の 
地域 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,635 3,932 1,595 927 22,091 ― 22,091

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,789 2,810 0 1 4,601 (4,601) ―

計 17,424 6,742 1,596 929 26,693 (4,601) 22,091

営業利益又は営業損失(△) 134 638 167 48 988 117 1,105
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【海外売上高】 

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

 
  

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………アメリカ、カナダ等 

(2) ヨーロッパ ………ドイツ、フランス等 

(3) アジア・大洋州………中国、オーストラリア等 

(4) その他の地域 ………ブラジル、アルゼンチン等 

３  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。 

  

 該当事項はありません。 

北米 ヨーロッパ アジア・大洋州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,391 1,981 2,285 1,175 7,833

Ⅱ 連結売上高(百万円) 23,010

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.4 8.6 9.9 5.1 34.0

北米 ヨーロッパ アジア・大洋州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,110 1,692 1,911 1,016 6,731

Ⅱ 連結売上高(百万円) 22,091

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.6 7.7 8.6 4.6 30.5

(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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