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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 4,486 △3.9 708 △18.8 711 △18.8 437 △14.5

21年3月期第3四半期 4,669 ― 872 ― 876 ― 512 ―

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3四半期 14,991.76 ―

21年3月期第3四半期 17,541.28 ―

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3四半期 8,558 7,161 83.7 245,242.14
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3四半期  7,161百万円 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） 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 29,200株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間における我が国の経済は、世界的な景気後退に底打ち感が出てきているものの、企業収益や

雇用情勢の低迷による設備投資の不振や消費マインドの冷え込みにより厳しい状況で推移すると同時に、デフレ懸念

が表面化する等、先行きの不透明感に拍車がかかってまいりました。 

 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。 

 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最新機種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３四半期累計期間の売上高は4,486,989千円（前年同期比3.9％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

戦を強いられた一方で、検体検査装置では第２四半期までに成約した中南米地域での大型案件が牽引し、海外市場に

おける売上が増加した結果、当第３四半期累計期間の国内市場における売上高は3,904,421千円（前年同期比8.4％減

少）、海外市場における売上高は582,567千円（前年同期比42.8％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4.3ポイント上昇し13.0％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

2,110,643千円（前年同期比9.0％減少）、営業利益は708,974千円（前年同期比18.8％減少）、経常利益は711,704千

円（前年同期比18.8％減少）、四半期純利益は437,759千円（前年同期比14.5％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３四半期累計期間における採血管準備装置の売上高は1,480,118千円（前年同期比24.9％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。大型案件となる大規模病院への販売が伸び悩み、売上高は前年同期比24.9％減

少しました。 

  

・検体検査装置 

 当第３四半期累計期間における検体検査装置の売上高は526,566千円（前年同期比36.9％増加）となりました。 

 競合他社との競争が激しく国内市場で苦戦を強いられたものの、第２四半期までに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、海外市場における売上が国内市場の売上減少分を吸収し、売上高は前年同期比

36.9％増加しました。 

  

・消耗品等 

 当第３四半期累計期間における消耗品等の売上高は2,307,883千円（前年同期比8.1％増加）となりました。 

 国内市場、海外市場ともに、堅調に推移したことにより、売上高は前年同期比8.1％増加しました。 

  

・その他 

 当第３四半期累計期間におけるその他の売上高は172,421千円（前年同期比3.9％減少）となりました。 

 検査システム・電子カルテの更新需要の取り込みに努めた結果、売上高は前年同期比3.9％減少しました。 

  

  

当第３四半期末の総資産の残高は8,558,515千円となり、前事業年度末比1,122,036千円減少しました。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832,111千円減少、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375,349千円減少、

本社第４ビル完工に伴い建物が202,824千円増加したことによるものであります。 

当第３四半期末の負債の残高は1,397,445千円となり、前事業年度末比1,323,276千円減少しました。これは主に、

製品仕入に係る支払が滞りなく進んだことにより買掛金が1,035,574千円減少、法人税等の納付により未払法人税等

が288,699千円減少したことによるものであります。 

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



当第３四半期末の純資産の残高は7,161,070千円となり、前事業年度末比201,239千円増加しました。これは利益剰

余金が201,239千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83.7％となり、前事業年度末比11.8

ポイント増加しました。 

  

（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1,720,383千円となり、

前事業年度末比458,384千円の減少となりました。 

営業活動の結果38,905千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711,704千円を計上、売上

債権の回収が進んだことによる売上債権の減少額832,111千円、未払金および未払消費税等が増加したことによりそ

の他の負債の増加額57,933千円があったものの、仕入債務の減少額1,035,574千円、法人税等の支払額560,242千円が

あったことによるものであります。 

投資活動の結果223,138千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83,034千円があったことによるものであります。 

財務活動の結果274,151千円の資金減少となりました。これは、配当金の支払額235,751千円および長期借入金の返

済による支出38,400千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。 

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 3,093,744 3,469,094

受取手形 723,987 602,160

売掛金 2,250,457 3,204,396

商品及び製品 726,796 763,233

仕掛品 33,970 60,482

原材料及び貯蔵品 66,558 52,809

前払費用 9,442 4,152

繰延税金資産 18,363 62,439

その他 40,258 10,376

流動資産合計 6,963,580 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 △314,578 △292,035

建物（純額） 537,279 334,455

構築物 4,077 3,742

減価償却累計額 △2,472 △2,313

構築物（純額） 1,605 1,429

工具、器具及び備品 38,766 33,581

減価償却累計額 △29,139 △25,996

工具、器具及び備品（純額） 9,626 7,584

土地 787,326 787,326

建設仮勘定 － 75,000

有形固定資産合計 1,335,838 1,205,795

無形固定資産   

特許権 4,893 －

商標権 1,716 1,866

ソフトウエア 1,640 2,212

電話加入権 1,177 1,177

無形固定資産合計 9,428 5,257

投資その他の資産   

出資金 7,510 7,510

繰延税金資産 128,483 124,413

保険積立金 81,412 78,385

差入保証金 32,262 30,046

投資その他の資産合計 249,667 240,354

固定資産合計 1,594,934 1,451,407

資産合計 8,558,515 9,680,552



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 680,050 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 62,400 57,600

未払金 101,288 52,368

未払法人税等 － 288,699

未払消費税等 23,202 －

未払費用 43,459 40,220

預り金 14,708 6,256

賞与引当金 45,600 85,000

その他 3,006 18,928

流動負債合計 1,073,716 2,364,698

固定負債   

長期借入金 1,600 44,800

役員退職慰労引当金 178,205 169,205

製品保証引当金 135,246 133,405

受入保証金 8,676 8,611

固定負債合計 323,728 356,022

負債合計 1,397,445 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 5,123,344 4,922,105

株主資本合計 7,161,070 6,959,831

純資産合計 7,161,070 6,959,831

負債純資産合計 8,558,515 9,680,552



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,669,225 4,486,989

売上原価 2,350,380 2,376,345

売上総利益 2,318,844 2,110,643

販売費及び一般管理費 1,446,168 1,401,669

営業利益 872,676 708,974

営業外収益   

受取利息 6,002 4,211

その他 165 555

営業外収益合計 6,167 4,766

営業外費用   

支払利息 2,745 2,036

営業外費用合計 2,745 2,036

経常利益 876,098 711,704

税引前四半期純利益 876,098 711,704

法人税、住民税及び事業税 333,091 233,939

法人税等調整額 30,801 40,006

法人税等合計 363,893 273,945

四半期純利益 512,205 437,759



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,420,574 1,228,697

売上原価 702,780 627,847

売上総利益 717,793 600,849

販売費及び一般管理費 453,502 471,042

営業利益 264,290 129,807

営業外収益   

受取利息 354 148

その他 54 113

営業外収益合計 408 262

営業外費用   

支払利息 677 485

営業外費用合計 677 485

経常利益 264,022 129,583

税引前四半期純利益 264,022 129,583

法人税、住民税及び事業税 81,290 9,094

法人税等調整額 29,192 38,910

法人税等合計 110,482 48,004

四半期純利益 153,539 81,579



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 876,098 711,704

減価償却費 18,172 27,073

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,000 9,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,900 △39,400

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） 6,315 1,841

受取利息及び受取配当金 △6,002 △4,211

支払利息 2,745 2,036

売上債権の増減額（△は増加） △244,204 832,111

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,245 49,198

仕入債務の増減額（△は減少） △230,430 △1,035,574

その他の資産の増減額（△は増加） 23,559 1,759

その他の負債の増減額（△は減少） 52,148 57,933

小計 366,757 596,974

利息及び配当金の受取額 6,002 4,211

利息の支払額 △2,745 △2,036

法人税等の支払額 △565,689 △560,242

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,675 38,905

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 △83,059 △83,034

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 △3,062 △3,834

差入保証金の回収による収入 1,056 1,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,490 △223,138

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 △52,000 △38,400

配当金の支払額 △244,095 △235,751

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,095 △274,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △777,261 △458,384

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 2,009,156 1,720,383



 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３四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３四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３四半期累計期間及び当第３四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。 

  

  

６．その他の情報

品目別 
当第３四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％）

採血管準備装置（千円）  1,452,352  64.4

検体検査装置（千円）  485,756  147.7

消耗品等（千円）  2,332,306  110.8

その他（千円）  252,844  146.0

合計（千円）  4,523,259  93.0

品目別 
当第３四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％）

採血管準備装置（千円）  1,480,118  75.1

検体検査装置（千円）  526,566  136.9

消耗品等（千円）  2,307,883  108.1

その他（千円）  172,421  96.1

合計（千円）  4,486,989  96.1

相手先 

前第３四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ヨーロッパ  116,520  28.6  104,999  18.0

中南米  96,947  23.8  277,204  47.6

アジア  188,213  46.1  193,887  33.3

その他  6,199  1.5  6,475  1.1

合計 
 

（8.7％） 

407,881
 100.0

 

（13.0％） 

582,567
 100.0
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