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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 1,773 △8.5 143 30.9 △58 ― △45 ―
21年3月期第2四半期 1,939 ― 109 ― 238 ― 115 ―

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 △1,785.93 ―
21年3月期第2四半期 4,352.65 ―

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 5,357 3,507 65.4 136,394.58
21年3月期 5,442 3,596 65.9 138,899.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,504百万円 21年3月期  3,589百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 2,500.00 2,500.00

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 3,700 0.8 375 97.4 375 93.3 217 557.6 8,444.89

-1-



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  

(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 
本資料に記載されている業績見通し、予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いては、３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覧ください。 

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2四半期 27,200株 21年3月期  27,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,504株 21年3月期  1,361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 25,718株 21年3月期第2四半期 26,554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、一部に景気の底打ちを示す指標があるものの、引き続き金 

    融・経済危機による景気停滞、急激な円高の進行等により先行き不透明な厳しい状況が続いております。 

     当業界におきましても、病院や介護施設などの大型案件が減少するなど施設向け販売は依然として厳しい状況 

    が続きました。一方、介護保険市場において、車いすの貸与件数は平成21年８月審査分で約49万件（厚生労働省 

      「介護給付費調査実態月報」）（前年同月比107.9％）となっております。 

     このような事業環境の中、当社グループは、主力製品の拡販や費用の削減、中国子会社での品質向上、生産の 

    効率化に努めてまいりました。 

     その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、特殊車いすのレンタル事業者による新規採用 

    や子会社からの新製品発売があったものの、ＯＥＭ製品の在庫調整の影響を受け、1,773百万円（前年同期比 

    8.5％減）となりました。営業利益につきましては、当社グループの生産拠点である中国において、生産合理化に

       よる原価低減や費用削減に努めた結果、143百万円（前年同期比30.9％増）となりました。また、経常損益につき

       ましては、急激な円高進行により、ドル建仕入の為替変動リスクを低減する目的で締結した通貨オプションによ 

    る長期為替予約について、当第２四半期連結会計期間末の時価評価の結果、デリバティブ評価損141百万円が発生

       し、経常損失58百万円（前年同期は経常利益238百万円）となりました。四半期純損益につきましては、四半期純

    損失45百万円（前年同期は四半期純利益115百万円）となりました。 

       所在地別セグメントの業績は、日本では、売上高1,760百万円（前年同期比8.5％減）、営業利益163百万円（前

       年同期比6.7％減）、中国では、売上高514百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益0.4百万円（前年同期は営業 

       損失71百万円）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における資産合計は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、5,357百万円（前

 期末比1.6％減）となりました。これは、主に棚卸資産の減少によるものであります。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、1,850百万円（前期末比0.2％増）となりました。これ 

 は、主に短期借入金の増加によるものであります。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、3,507百万円（前期末比2.5％減）となりました。これ

 は、主に利益剰余金の減少によるものであります。  

  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント減少し、65.4％となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

 比べ26百万円増加し、1,255百万円（前年同期は1,081百万円）となりました。 

  当第２四半期連結累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） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は、19百万円（前年同期は89百万円の獲得）

  となりました。これは、主に法人税等の支払額が136百万円あったこと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） 

  当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は、７百万円（前年同期は0.8百万円の使 

  用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が５百万円あったこと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） 

  当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は、52百万円（前年同期は184百万円の使 

  用）となりました。これは、主にセール・アンド・リースバックによる収入が96百万円あったことによるものであ

  ります。  

  

  当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、介護保険制度による車いすの貸与

 件数は徐々にではありますが、増加基調にあります。また、平成21年９月に総務省が発表した65歳以上の高齢者人

 口は2,897万人に達し、福祉用具の潜在的需要は拡大基調にあると考えられます。  

  当社グループは、安全で安心な製品を確保するべく主要製品の原材料や設計を見直し、製品のリニューアルを図

 るとともに、新製品を下期より市場に投入してまいります。 

  このような背景から当連結会計年度の業績は、おおむね当初の予想通りに推移すると見込んでおり、平成21年５

 月15日に開示いたしました平成22年３月期の連結業績予想（通期）に変更はありません。 

  ドル建て仕入に係る為替変動リスクを低減する目的で締結した長期為替予約について時価評価により、当社グル

 ープの財政状況に影響を及ぼす可能性がありますが、その場合にはすみやかに業績予想の修正を行う予定でありま

 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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率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。  

  

  

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

-2-



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 1,293,571 1,262,604

受取手形及び売掛金 630,226 641,307

有価証券 10,159 10,152

商品及び製品 404,099 359,704

仕掛品 150,727 177,985

原材料及び貯蔵品 343,713 416,112

繰延税金資産 61,013 50,309

デリバティブ資産 － 1,641

その他 160,982 191,589

貸倒引当金 △1,246 △4,035

流動資産合計 3,053,247 3,107,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 848,703 856,018

機械装置及び運搬具（純額） 174,775 177,936

土地 1,028,166 1,028,166

建設仮勘定 1,277 1,209

その他（純額） 26,399 31,760

有形固定資産合計 2,079,323 2,095,091

無形固定資産   

のれん 52,197 68,379

その他 13,547 14,337

無形固定資産合計 65,745 82,717

投資その他の資産   

投資有価証券 15,955 14,833

繰延税金資産 13,484 13,523

その他 131,063 130,252

貸倒引当金 △1,320 △1,402

投資その他の資産合計 159,182 157,207

固定資産合計 2,304,251 2,335,016

資産合計 5,357,499 5,442,388
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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 105,909 153,461

短期借入金 879,000 714,000

1年内返済予定の長期借入金 75,852 149,533

リース債務 18,516 16,673

未払法人税等 8,055 140,337

賞与引当金 48,146 44,079

デリバティブ負債 137,467 65,161

その他 115,363 122,526

流動負債合計 1,388,310 1,405,774

固定負債   

長期借入金 108,761 146,687

リース債務 74,733 79,730

退職給付引当金 33,741 30,793

負ののれん 32,233 36,838

デリバティブ負債 155,642 88,086

長期未払金 56,911 58,136

固定負債合計 462,023 440,272

負債合計 1,850,334 1,846,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 634,545 745,073

自己株式 △126,903 △118,000

株主資本合計 3,509,092 3,628,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 724 △1,033

為替換算調整勘定 △5,021 △38,463

評価・換算差額等合計 △4,297 △39,497

少数株主持分 2,370 7,316

純資産合計 3,507,165 3,596,341

負債純資産合計 5,357,499 5,442,388
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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）

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 1,939,078 1,773,518

売上原価 1,168,028 995,480

売上総利益 771,050 778,037

販売費及び一般管理費 661,269 634,345

営業利益 109,780 143,692

営業外収益   

受取利息 1,556 682

受取配当金 229 139

受取家賃 1,980 1,527

デリバティブ評価益 139,799 －

負ののれん償却額 － 4,604

その他 9,816 4,255

営業外収益合計 153,382 11,209

営業外費用   

支払利息 6,832 10,776

為替差損 12,787 60,523

デリバティブ評価損 － 141,502

その他 5,228 725

営業外費用合計 24,849 213,527

経常利益又は経常損失（△） 238,313 △58,625

特別利益   

固定資産売却益 2,271 －

投資有価証券売却益 11,981 1,838

貸倒引当金戻入額 － 140

特別利益合計 14,252 1,978

特別損失   

固定資産除却損 1,935 －

投資有価証券評価損 5,000 －

特別損失合計 6,935 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

245,631 △56,646

法人税、住民税及び事業税 99,344 6,099

法人税等調整額 31,880 △11,869

法人税等合計 131,225 △5,769

少数株主損失（△） △1,174 △4,946

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,580 △45,930
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

245,631 △56,646

減価償却費 48,435 43,814

のれん償却額 16,181 16,181

負ののれん償却額 △4,604 △4,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） 157 △3,022

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,738 4,066

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90 2,947

受取利息及び受取配当金 △1,786 △822

支払利息 6,832 10,776

為替差損益（△は益） △2,343 2,680

デリバティブ評価損益（△は益） △139,799 141,502

固定資産売却損益（△は益） △2,271 －

固定資産除却損 1,935 －

投資有価証券売却損益（△は益） △11,981 △1,838

投資有価証券評価損益（△は益） 5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 68,334 11,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,167 70,652

仕入債務の増減額（△は減少） △16,089 △68,444

その他 △30,625 △41,056

小計 43,191 127,903

利息及び配当金の受取額 1,786 822

利息の支払額 △8,719 △10,821

法人税等の還付額 58,785 －

法人税等の支払額 △5,141 △136,955

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,901 △19,051

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 △85,854 △70,896

定期預金の払戻による収入 80,954 66,143

有形固定資産の取得による支出 △5,209 △5,028

無形固定資産の取得による支出 △1,839 △570

投資有価証券の取得による支出 △2,451 △306

投資有価証券の売却による収入 25,581 3,985

出資金の払込による支出 － △1,000

関係会社出資金の取得による支出 △35,889 －

その他投資の売却による収入 23,856 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △852 △7,673
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,000 164,998

長期借入金の返済による支出 △93,057 △126,073

セール・アンド・リースバックによる収入 － 96,204

リース債務の返済による支出 － △8,579

自己株式の取得による支出 △20,515 △8,902

配当金の支払額 △65,334 △64,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △184,906 52,674

現金及び現金同等物に係る換算差額 304 271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,554 26,221

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,783 1,229,423

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

60,576 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,081,806 1,255,644
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

  当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場の類似性から判断

 して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 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） 

  当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場の類似性から判断

 して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結累計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で

4,439千円減少しております。 

  

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）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

 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） 

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

 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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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〕

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

    売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,925,091  13,986  1,939,078 －  1,939,078

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替額 
－  554,718  554,718 (554,718) －

計  1,925,091  568,705  2,493,796 (554,718)  1,939,078

    営業利益又は営業損失(△)  174,738  △71,162  103,575  6,205  109,780

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

    売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,760,807  12,710  1,773,518 －  1,773,518

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替額 
－  501,846  501,846 (501,846) － 

計  1,760,807  514,556  2,275,364 (501,846)  1,773,518

    営業利益  163,048  494  163,543 (19,850)  143,692

〔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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