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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 2,410 17.9 556 26.1 564 28.7 324 36.1
21年12月期第1四半期 2,045 ― 441 ― 438 ― 238 ―

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12月期第1四半期 61.60 ―
21年12月期第1四半期 43.31 ―

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12月期第1四半期 11,785 9,694 82.3 1,855.70
21年12月期 11,779 9,754 82.8 1,847.84

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  9,694百万円 21年12月期  9,754百万円

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12月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 60.00 60.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,980 7.2 750 4.1 760 4.8 420 4.8 79.73

通期 7,900 3.6 1,450 1.2 1,470 1.3 830 2.5 157.55
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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  無  

(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12月期第1四半期 5,710,000株 21年12月期  5,710,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  485,740株 21年12月期  431,040株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 5,268,022株 21年12月期第1四半期 5,614,636株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績見通し等に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定
性的情報をご覧下さい。 

アイ・エム・アイ株式会社（７５０３）平成22年12月期　第１四半期決算短信（非連結）

－2－



 医療機器産業におきましては、医療費抑制を目的とした政府の医療制度改革の影響により、医療機関の経営環境が

一段と厳しい方向に変化する中、引き続き激しい販売サービス競争が続いております。 

 このような状況の中で当社では、第４創業運動の10年間ビジョン（ＭＥＣ／１３ビジョン）である「 も信頼され

る治療機器サービスプラットフォームづくり」を目指し、（１）安全管理サービス（２）販売サービス（３）レンタ

ルサービス（４）メンテナンスサービス（５）教育サービスの５つの支援サービスの実践によって利益を成長させる

サービスプラットフォーム企業への変革を推進してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,410百万円（前年同四半期比17.9％増）となりました。利益面に

おいては、営業利益は556百万円（前年同四半期比26.1％増）、経常利益は564百万円（前年同四半期比28.7％増）と

なりました。また、四半期純利益は324百万円（前年同四半期比36.1％増）となりました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、現金及び預金の減少（123百万円）、売上債権の増加（241百万

円）、有価証券の増加（100百万円）、商品の減少（182百万円）、繰延税金資産の増加（55百万円）、投資有価証券

の減少（91百万円）等により、11,785百万円（前期比6百万円増）となりました。 

 負債につきましては、未払法人税等の減少（102百万円）、賞与引当金の増加（144百万円）、退職給付引当金の増

加（23百万円）等により、2,091百万円（前期比66百万円増）となりました。 

 純資産につきましては、自己株式の増加による株主資本の減少（81百万円）等により、9,694百万円（前期比59百

万円減）となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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。）は、期首残高に比べ、123百万円減

少し、4,078百万円となりました。 

 また当事業年度における各キャッシュ・フロー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） 

 営業活動の結果得られた資金は378百万円（前年同四半期は180百万円の収入）となりました。この内訳は税引前四

半期純利益563百万円、減価償却費131百万円、法人税等の支払額が410百万円等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） 

 投資活動により使用した資金は104百万円（前年同四半期は47百万円の収入）となりました。この内訳は有形固定

資産の取得による支出111百万円、投資有価証券の売却による収入11百万円等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） 

 財務活動により使用した資金は397百万円（前年同四半期は375百万円の支出）になりました。この内訳は自己株式

の取得による支出81百万円、配当金の支払額316百万円によるものであります。 

  

 平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月15日付「平成21年12月期決算短信（非連結）」にて発表

いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,078,155 4,201,643

受取手形及び売掛金 1,971,156 1,729,789

有価証券 271,600 171,230

商品 867,775 1,050,339

仕掛品 7,880 10,392

繰延税金資産 186,752 131,110

その他 55,800 28,670

貸倒引当金 △13,997 △12,134

流動資産合計 7,425,123 7,311,042

固定資産   

有形固定資産 1,934,957 1,934,838

無形固定資産 236,009 254,299

投資その他の資産   

投資有価証券 1,335,479 1,426,808

その他 880,709 878,731

貸倒引当金 △26,346 △26,346

投資その他の資産合計 2,189,842 2,279,193

固定資産合計 4,360,809 4,468,331

資産合計 11,785,933 11,779,373

負債の部   

流動負債   

買掛金 464,624 455,329

未払法人税等 309,344 411,938

賞与引当金 328,700 184,500

役員賞与引当金 51,100 36,500

その他 401,759 425,650

流動負債合計 1,555,528 1,513,918

固定負債   

退職給付引当金 421,983 398,122

役員退職慰労引当金 113,745 112,675

固定負債合計 535,728 510,797

負債合計 2,091,257 2,024,716
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,111,500 1,111,500

資本剰余金 1,233,883 1,233,883

利益剰余金 8,076,374 8,068,602

自己株式 △646,492 △565,237

株主資本合計 9,775,264 9,848,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84,403 △96,779

繰延ヘッジ損益 3,814 2,688

評価・換算差額等合計 △80,588 △94,091

純資産合計 9,694,676 9,754,657

負債純資産合計 11,785,933 11,779,373
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,045,189 2,410,898

売上原価 1,053,622 1,258,570

売上総利益 991,567 1,152,328

販売費及び一般管理費 549,947 595,431

営業利益 441,620 556,897

営業外収益   

受取利息 13,799 6,818

為替差益 － 2,003

その他 1,818 1,169

営業外収益合計 15,618 9,991

営業外費用   

売上割引 － 1,887

為替差損 15,724 －

支払手数料 － 647

その他 2,866 －

営業外費用合計 18,591 2,535

経常利益 438,646 564,353

特別損失   

固定資産廃棄損 266 839

たな卸資産廃棄損 1,444 －

特別損失合計 1,710 839

税引前四半期純利益 436,935 563,514

法人税、住民税及び事業税 243,186 305,085

法人税等調整額 △44,625 △66,080

法人税等合計 198,561 239,005

四半期純利益 238,374 324,508
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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 436,935 563,514

減価償却費 138,579 131,951

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,863

賞与引当金の増減額（△は減少） 114,600 144,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,700 14,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,086 23,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,070 1,070

受取利息及び受取配当金 △13,799 △6,818

為替差損益（△は益） △308 △347

有形固定資産除売却損益（△は益） 266 839

売上債権の増減額（△は増加） △236,353 △241,367

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,116 185,747

仕入債務の増減額（△は減少） 94,884 9,294

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,358 7,746

その他 △80,093 △51,740

小計 465,635 784,414

利息及び配当金の受取額 10,960 4,818

法人税等の支払額 △296,405 △410,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,191 378,961

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有価証券の取得による支出 △95,023 －

有価証券の売却による収入 95,855 －

有形固定資産の取得による支出 △193,658 △111,148

無形固定資産の取得による支出 △63,615 △4,686

投資有価証券の取得による支出 △100,000 －

投資有価証券の売却による収入 103,767 11,724

差入保証金の差入による支出 △506 △797

その他 802 104

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,621 △104,803

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 △98,535 △81,254

配当金の支払額 △276,548 △316,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △375,083 △397,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 308 347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,962 △123,487

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,835 4,201,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,180,872 4,078,155
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年４月13日開催の取締役会決議に基づき、市場より54,700株、81,254千円の自己株式を取得い

たしました。この結果、当第１四半期累計期間において自己株式が54,700株、81,254千円増加し、当第１四半期

会計期間末において自己株式が485,740株、646,492千円となっております。  

（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
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