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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 23,173 0.6 2,314 21.0 2,296 30.8 1,356 112.7
21年3月期第3四半期 23,038 ― 1,911 ― 1,755 ― 637 ―

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 59.28 ―

21年3月期第3四半期 27.86 ―

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 40,857 31,045 73.9 1,320.04
21年3月期 39,222 29,729 73.7 1,263.92

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  30,201百万円 21年3月期  28,924百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 15.00

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  有  
 

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 31,000 2.1 2,650 17.1 2,600 11.2 1,600 30.2 69.92



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  無  

(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） 

（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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およ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等は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 有

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 22,948,003株 21年3月期  22,948,003株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  68,751株 21年3月期  63,483株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 22,882,451株 21年3月期第3四半期 22,890,602株



当社グループでは、「変革は日常の中にあり、その成果が進化への道筋となる」とのキーワードのもと、本年度の会

社指針に「進化」を掲げ、急激に変化する経営環境に常に適応し続けることができる「企業体質」「業務プロセス」

「事業構造」の進化に努めております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、前年度に引き続き、収益重視の経営体制のもと、安定品質を維持・推進し

ながら、生産サイドでの製造原価低減活動などに努めてまいりました。この経営成績については以下のとおりです。

  

＜売上高＞ 

 クラレメディカル株式会社より事業譲受した血液浄化関連製品の売上が寄与し、前年同期に比べ１億35百万円増の

231億73百万円（前年同期比0.6％増）となりました。国内・海外別の売上高につきましては、国内売上高は、前年同

期に比べ３億22百万円増の173億22百万円（同1.9％増）、海外売上高は、前年同期に比べ１億87百万円減の58億51百

万円（同3.1％減）となりました。 

   

＜売上総利益・営業利益＞ 

 売上高の増加に加え、バーツ安の影響等により、売上原価率が前年同期に比べ3.3ポイント改善し、64.2％になり

ました。その結果、売上総利益は、前年同期に比べ８億24百万円増の83億１百万円（同11.0％増）となりました。 

 また、研究開発費、販売物流システムの導入にともなうシステム関連費用およびタイ新工場関連費用が増加したこ

とにより、販売費及び一般管理費は、前年同期に比べ４億22百万円増の59億87百万円（同7.6％増）となりました。 

 これにより、営業利益は、前年同期に比べ４億２百万円増の23億14百万円（同21.0％増）となりました。  

  

＜経常利益＞ 

 為替差損を１億48百万円計上したものの、営業利益が増加したことにより、前年同期に比べ５億40百万円増の22億

96百万円（同30.8％増）となりました。  

  

＜四半期純利益＞ 

 その結果、四半期純利益は、前年同期に比べ７億18百万円増の13億56百万円（同112.7％増）となりました。  

  

  ＜部門別売上高＞ 

  ①人工透析関連部門 

   クラレメディカル株式会社より事業譲受した血液浄化関連製品の売上が寄与し、当部門の売上高は、前年同期に比

べ２億63百万円増の92億69百万円（同2.9％増）となりました。 

  

  ②血液関連部門 

   血液バッグが順調に推移した結果、当部門の売上高は、前年同期に比べ１億９百万円増の82億18百万円（同1.4％

増）となりました。 

  

  ③循環器関連部門 

   カテーテル関連製品の販売が減少した結果、当部門の売上高は、前年同期に比べ46百万円減の９億75百万円（同

4.6％減）となりました。 

  

  ④輸液他関連部門 

   ＯＥＭ供給先による在庫調整の影響を受け、米国向け輸液セットの売上は減少いたしました。この結果、当部門の

売上高は、前年同期に比べ１億91百万円減の47億11百万円（同3.9％減）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



  

  

（１）資産、負債および純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億34百万円増の408億57百万円となりまし

た。 

流動資産は、主として現金預金の減少により、７億78百万円減の236億49百万円となりました。 

固定資産は、主として有形固定資産（建設仮勘定）の増加により、24億12百万円増の172億８百万円となりました。 

流動負債は、主としてその他（未払金）の増加により、５億73百万円増の70億95百万円となりました。 

固定負債は、主として長期借入金の減少により、２億55百万円減の27億16百万円となりました。 

純資産は、主として利益剰余金の増加により、13億16百万円増の310億45百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は73.9％となり、前連結会計年度末と比べ0.2ポイント増加しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億60百万円減の84億7百

万円となりました。 

 当第３四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内容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） 

 営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ２億44百万円減の24億18百万円となりました。主

な内容は、税金等調整前四半期純利益が23億17百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13億91百万円増の31億73百万円となりました。主

な内容は、タイ新工場建設などにともなう有形固定資産の取得による支出が24億９百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出したキャッシュ・フローは、前年同期に比べ19百万円減の６億47百万円となりました。主な内

容は、配当金の支払が３億39百万円であります。 

  

  

 近の業績動向を踏まえ、平成21年10月23日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

  

平成22年３月期通期連結業績予想値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

修正の理由 

売上高はほぼ当初予想どおりに推移しましたが、販売費及び一般管理費の減少や為替差益の影響により、営業利益、

経常利益および当期純利益ともに前回発表予想を上回る見込みであります。  

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

  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 

前回発表予想（Ａ） 31,000 2,300 2,200 1,300 56.81 

今回修正予想（Ｂ） 31,000 2,650 2,600 1,600 69.92 

増減額（Ｂ－Ａ） － 350 400 300 13.11  

増減率（％） － 15.2 18.2 23.1 23.1  

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
30,367 2,263 2,338 1,229 53.70 



  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 従来、製品・商品・仕掛品については、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、主として移動平均法

による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に変更しております。こ

の変更は、新しい販売物流システムを導入し、日々の在庫金額を管理することにより、より適正な期間損益計算

を行なうために行なったものであります。この変更による営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。  

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 8,687 10,267

受取手形及び売掛金 8,503 7,530

有価証券 50 50

商品及び製品 2,665 2,680

仕掛品 722 745

原材料及び貯蔵品 2,113 2,040

その他 908 1,113

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 23,649 24,427

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,475 4,896

機械装置及び運搬具（純額） 2,856 3,128

その他（純額） 4,256 2,784

有形固定資産合計 12,588 10,808

無形固定資産   

のれん 342 －

特許等実施権 358 433

その他 390 304

無形固定資産合計 1,090 737

投資その他の資産   

投資有価証券 2,464 1,936

その他 1,107 1,353

貸倒引当金 △42 △40

投資その他の資産合計 3,529 3,249

固定資産合計 17,208 14,795

資産合計 40,857 39,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,597 2,835

短期借入金 27 27

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払法人税等 89 588

引当金 42 364

契約履行補償引当金 － 656

その他 2,837 1,550

流動負債合計 7,095 6,521

固定負債   

長期借入金 250 500

退職給付引当金 1,815 1,779

負ののれん 79 96

その他 571 595

固定負債合計 2,716 2,971

負債合計 9,811 9,493



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,642 6,642

資本剰余金 6,462 6,462

利益剰余金 19,158 18,144

自己株式 △49 △46

株主資本合計 32,213 31,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 △183

繰延ヘッジ損益 △2 △8

為替換算調整勘定 △2,090 △2,087

評価・換算差額等合計 △2,011 △2,278

少数株主持分 844 805

純資産合計 31,045 29,729

負債純資産合計 40,857 39,222



（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

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

売上高 23,038 23,173

売上原価 15,561 14,872

売上総利益 7,477 8,301

販売費及び一般管理費 5,565 5,987

営業利益 1,911 2,314

営業外収益   

受取利息 40 12

受取配当金 20 20

負ののれん償却額 11 16

持分法による投資利益 47 26

作業くず売却収入 － 39

その他 218 83

営業外収益合計 338 199

営業外費用   

支払利息 17 15

為替差損 402 148

減価償却費 33 30

その他 39 22

営業外費用合計 493 217

経常利益 1,755 2,296

特別利益   

固定資産売却益 6 1

受取保険金 － 86

貸倒引当金戻入額 2 －

契約履行補償引当金戻入益 － 37

その他 － 0

特別利益合計 8 126

特別損失   

固定資産除売却損 11 86

貸倒引当金繰入額 － 1

投資有価証券評価損 101 4

契約履行補償引当金繰入額 656 －

その他 4 12

特別損失合計 773 105

税金等調整前四半期純利益 990 2,317

法人税、住民税及び事業税 525 317

過年度法人税等 － 47

法人税等調整額 △205 560

法人税等合計 319 926

少数株主利益 33 34

四半期純利益 637 1,356



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 990 2,317

減価償却費 1,393 1,422

有形固定資産除却損 11 86

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 101 4

負ののれん償却額 △11 △16

引当金の増減額（△は減少） 459 △939

受取利息及び受取配当金 △60 △32

支払利息 17 15

為替差損益（△は益） 148 71

持分法による投資損益（△は益） △47 △26

売上債権の増減額（△は増加） △1,202 △985

たな卸資産の増減額（△は増加） △171 178

仕入債務の増減額（△は減少） 1,067 796

その他 128 355

小計 2,819 3,245

利息及び配当金の受取額 163 50

利息の支払額 △19 △13

法人税等の支払額 △300 △920

法人税等の還付額 － 56

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,663 2,418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100 －

定期預金の預入による支出 △360 △440

定期預金の払戻による収入 705 560

有形固定資産の取得による支出 △1,013 △2,409

有形固定資産の売却による収入 6 2

無形固定資産の取得による支出 △619 △135

投資有価証券の取得による支出 △316 △63

投資有価証券の売却による収入 － 6

子会社株式の追加取得による支出 △290 －

事業譲受による支出 － △694

その他 5 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,782 △3,173

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 △250 △250

自己株式の増減額（△は増加） △0 △2

配当金の支払額 △320 △339

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △92 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △666 △647

現金及び現金同等物に係る換算差額 △648 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △434 △1,459

現金及び現金同等物の期首残高 10,014 9,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,580 8,407



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間および当第３四半期連結累計期間において、当社グループは、製品の種類、性質、

製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の医薬品および医療機器を製造販売しているため事

業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

  

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

  

 （注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。  

(1）米   州……………米 国  

(2）東南アジア……………タ イ  

３．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） 

前第３四半期決算短信の４．その他（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に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更にともない、従来の方法によった場合に比

べて、「日本」の営業利益が69百万円減少しております。 

  （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） 

前第３四半期決算短信の４．その他（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③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更にと

もない、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が東南アジアで44百万円減少しております。 

４．追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

前第３四半期決算短信の追加情報に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、当社は、法人税法の改正

を契機として、資産の利用状況などを見直した結果、第１四半期連結会計期間から機械装置の耐用年数を変

更しております。これにより、「日本」の営業利益が40百万円減少しております。 

（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 

（百万円） 
米州

（百万円）

東南アジ
ア 
（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 
 21,471  1,183  383  23,038  ―  23,038

(2）セグメント間の内部

売上高 
 448  ―  6,884  7,333  (7,333)  ―

計  21,919  1,183  7,268  30,372  (7,333)  23,038

営業利益  1,387  103  225  1,715  196  1,911



   

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

  

 （注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。  

(1）米   州……………米 国  

(2）東南アジア……………タ イ  

  

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

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

(1）米       州……………米国、メキシコ 他 

(2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

(3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

(4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

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

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

(1）米       州……………米国、メキシコ 他 

(2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

(3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

(4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。 

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円）

東南アジ
ア 
（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 
 21,806  984  383  23,173  ―  23,173

(2）セグメント間の内部

売上高 
 588  ―  6,800  7,388  (7,388)  ―

計  22,394  984  7,183  30,562  (7,388)  23,173

営業利益  1,668  90  302  2,061  252  2,314

〔海外売上高〕

  米州 欧州
アジア・オセ
アニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,749  1,000  1,051  236  6,039

Ⅱ 連結売上高（百万円）          23,038

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.3  4.3  4.6  1.0  26.2

  米州 欧州
アジア・オセ
アニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,329  1,039  1,233  248  5,851

Ⅱ 連結売上高（百万円）          23,173

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 14.4  4.5  5.3  1.1  25.3

（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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