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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11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8月期第1四半期 2,511 6.7 581 33.1 623 35.4 359 35.4
21年8月期第1四半期 2,352 ― 436 ― 460 ― 265 ―

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8月期第1四半期 20.70 ―

21年8月期第1四半期 14.80 ―

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8月期第1四半期 29,180 26,699 91.5 1,539.55
21年8月期 31,648 27,436 86.7 1,582.06

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  26,699百万円 21年8月期  27,436百万円

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8月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

0.00 ― 60.00 60.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,468 4.5 1,184 14.2 1,247 14.2 728 16.0 41.23

通期 14,000 2.4 3,913 7.6 4,000 9.5 2,350 55.0 133.07



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 

本資料に記載されている業績見通し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。なお、上記予想に関する事項は、４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8月期第1四半期 19,118,000株 21年8月期  19,118,000株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  1,775,814株 21年8月期  1,775,814株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 17,342,186株 21年8月期第1四半期 17,921,910株



 当第１四半期連結会計期間における国内経済は、急激な円高及びデフレ経済による企業の収益の低下にともなう設

備投資の減速や雇用情勢の悪化等による個人消費の低迷が懸念され、今後の経済に大きな不安を抱えた状況となって

おります。  

 医療・介護業界におきましては、新政権の方針では医療・介護分野の充実を大きく謳っており業界の期待感は大き

いものの、財源の問題もあり具体的な施策は未だ明確化されていない状況であります。 

 メディカルウェア業界におきましては、将来の期待感はあるものの決して楽観視出来ない環境の下、これまで更新

が延期されてきた物件の更新が順次行われるなど、業界は多少明るさを取り戻しつつあると思われます。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、主力のヘルスケアウェアが前第４四半期連結

会計期間に引き続き好調に推移し、加え現在注力しております手術ウェア、患者ウェアの周辺商品群が二桁の売上増

となるなど、前年同期比６．７%の増収を達成いたしました。 

 生産に関しましては、円高要因及び生産効率の向上により、売上原価率の低減を図ることができました。  

 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては25億11百万円（前年同期比6.7％

増）、営業利益は５億81百万円（同33.1％増）、経常利益は６億23百万円（同35.4％増）、四半期純利益は３億59百

万円（同35.4％増）を計上いたしました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第1四半期連結会計期間末の資産合計は291億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億68百万円減少いたし

ました。流動資産合計は214億16百万円となり、26億30百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少

19億57百万円、受取手形及び売掛金の減少８億73百万円等です。固定資産合計は77億63百万円となり、１億61百万円

増加いたしました。有形固定資産は53億61百万円となり50百万円の増加、無形固定資産は67百万円となり４百万円の

減少、投資その他の資産は23億35百万円となり１億16百万円の増加です。 

 当第1四半期連結会計期間末の負債合計は24億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億31百万円減少いたし

ました。流動負債合計は19億31百万円となり、17億57百万円減少いたしました。主な要因は、確定納付による未払法

人税等の減少９億32百万円、厚生年金基金への脱退時特別掛金納付に伴う厚生年金基金脱退損失引当金の減少10億44

百万円等です。固定負債合計は５億49百万円となり、25百万円増加いたしました。 

 当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は266億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億37百万円減少いた

しました。主な要因は、当四半期純利益３億59百万円の計上による増加、配当金の実施10億40百万円等による減少で

す。 

 以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の86.7％から91.5％となり4.8ポイント上昇いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は41億93百万円となり、前連

結会計年度末に比べ20億56百万円減少いたしました。  

 当第１四半期連結会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） 

 営業活動の結果使用した資金は８億85百万円（前年同期は３億57万円）となりました。  

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益６億12百万円（同４億54百万円）、売上債権の減少額８億70百万円（同10

億82百万円）等による増加と、前期末に設定した厚生年金基金脱退損失引当金の減少額10億44百万円、法人税等の支

払額10億52百万円（同10億30百万円）等による減少であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は２億８百万円（同10億50百万円）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は９億60百万円(同13億79百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額９億60百万円（同９億94百万円）による減少であります。 

  

  

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



  

 平成21年8月期決算発表時（平成21年10月１日）の予想を変更しておりません。 

 なお、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を前提としており、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

簡便な会計処理  

① 固定資産の減価償却方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産の減価償却費につきましては、連結会計年度に係る減価償

却の額を期間按分して算定しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,777,686 14,734,931

受取手形及び売掛金 3,522,673 4,396,024

有価証券 1,015,703 1,015,377

たな卸資産 3,625,718 3,258,337

その他 481,530 648,734

貸倒引当金 △6,712 △6,171

流動資産合計 21,416,600 24,047,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,170,042 2,204,196

機械装置及び運搬具（純額） 586,258 494,080

土地 2,524,859 2,524,859

建設仮勘定 32,357 35,891

その他（純額） 47,615 51,890

有形固定資産合計 5,361,133 5,310,917

無形固定資産 67,244 71,773

投資その他の資産   

投資有価証券 1,607,003 1,664,256

その他 730,128 557,067

貸倒引当金 △2,065 △2,447

投資その他の資産合計 2,335,066 2,218,876

固定資産合計 7,763,444 7,601,567

資産合計 29,180,045 31,648,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207,889 1,088,649

未払法人税等 131,667 1,064,314

賞与引当金 154,949 79,436

厚生年金基金脱退損失引当金 － 1,044,993

その他 436,925 411,623

流動負債合計 1,931,430 3,689,017

固定負債   

退職給付引当金 281,125 277,101

役員退職慰労引当金 149,568 147,060

その他 118,688 99,319

固定負債合計 549,382 523,480

負債合計 2,480,812 4,212,497



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,925,273 1,925,273

資本剰余金 2,358,190 2,358,190

利益剰余金 25,454,608 26,136,112

自己株式 △2,945,214 △2,945,214

株主資本合計 26,792,858 27,474,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,972 4,862

繰延ヘッジ損益 △64,653 △42,919

評価・換算差額等合計 △93,626 △38,057

純資産合計 26,699,232 27,436,304

負債純資産合計 29,180,045 31,648,802



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,352,613 2,511,339

売上原価 1,336,968 1,375,293

売上総利益 1,015,644 1,136,046

販売費及び一般管理費 579,176 554,934

営業利益 436,468 581,111

営業外収益   

受取利息 23,691 15,147

受取配当金 92 92

受取賃貸料 16,779 18,158

助成金収入 － 25,209

雑収入 2,364 1,364

営業外収益合計 42,927 59,972

営業外費用   

固定資産賃貸費用 10,717 15,607

為替差損 7,004 2,416

雑損失 1,382 0

営業外費用合計 19,104 18,024

経常利益 460,290 623,059

特別利益   

固定資産売却益 200 －

貸倒引当金戻入額 1,284 －

特別利益合計 1,485 －

特別損失   

固定資産除売却損 7,581 10,529

投資有価証券評価損 41 488

特別損失合計 7,622 11,018

税金等調整前四半期純利益 454,153 612,041

法人税、住民税及び事業税 202,563 130,317

法人税等調整額 △13,640 122,696

法人税等合計 188,923 253,014

四半期純利益 265,230 359,027



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11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 454,153 612,041

減価償却費 61,081 71,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,282 158

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,442 75,512

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減
少）

－ △1,044,993

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,466 4,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,497 2,508

受取利息及び受取配当金 △23,783 △15,239

有形固定資産売却損益（△は益） △130 122

有形固定資産除却損 7,511 10,406

投資有価証券評価損益（△は益） 41 488

売上債権の増減額（△は増加） 1,082,174 870,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △597,648 △367,381

仕入債務の増減額（△は減少） △12,770 119,315

未払消費税等の増減額（△は減少） △111,812 △117,570

その他 △272,203 △67,807

小計 662,737 153,411

利息及び配当金の受取額 10,023 13,428

法人税等の支払額 △1,030,176 △1,052,392

営業活動によるキャッシュ・フロー △357,414 △885,552

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 △1,700,000 △2,900,000

定期預金の払戻による収入 700,000 2,800,000

有形固定資産の取得による支出 △42,094 △106,733

有形固定資産の売却による収入 1,189 80

無形固定資産の取得による支出 △3,450 －

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

その他 △6,226 △1,873

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,731 △208,676

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 △385,108 －

配当金の支払額 △994,700 △960,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,379,809 △960,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,119 △2,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,793,074 △2,056,919

現金及び現金同等物の期首残高 6,673,469 6,250,309

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,880,394 4,193,389



  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、各種メディカルウェアの製造販売を行っており、異なる事業区分はありません。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当はあり

ません。 

  

   

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、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〕

〔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



（生産、受注及び販売の状況）  

(1）生産実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．生産金額は、製品製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．メディカルウェアの生産実績には、ナースキャップ等の生産実績を含めて記載しておりますが、その

製造原価は少額であります。 

  

(2）商品仕入実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．商品仕入金額は、実際仕入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。 

  

(3）受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。 

  

６．その他の情報

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日）

  
前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  1,354,579  91.0

シューズ（千円）  －  －

合計（千円）  1,354,579  91.0

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日）

  
前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  307,525  87.5

シューズ（千円）  31,764  61.9

合計（千円）  339,290  84.2



(4）販売実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。  

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  2,465,026  107.5

 （ヘルスケアウェア）  (1,395,158)  (108.7)

 （ドクターウェア）  (382,896)  (101.6)

 （ユーティリティウェア）  (189,308)  (99.8)

 （患者ウェア）  (216,133)  (114.4)

 （手術ウェア）  (235,511)  (110.1)

 （その他）  (46,019)  (114.1)

シューズ（千円）  46,312  78.5

合計（千円）  2,511,339  106.7

相手先 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 割合（％）

ワタキューセイモア㈱  450,429  17.9
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