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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 10,580 3.2 1,333 5.0 1,350 7.7 637 △11.3

22年３月期第１四半期 10,248 △8.1 1,269 10.2 1,253 7.7 718 △4.8

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

23年３月期第１四半期 32 .77 ─

22年３月期第１四半期 36 .93 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 50,508 33,718 66.8 1,733 .25

22年３月期 51,444 33,836 65.8 1,739 .28

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 33,718百万円 22年３月期 33,836百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 15 00 ─ 32 00 47 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 21 00 ─ 22 00 43 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 21,600 4.6 2,070 △18.3 2,100 △16.8 1,030 △29.5 52 .94

通期 46,440 6.0 5,150 8.2 5,200 9.7 2,820 3.0 144 .96



 

 
(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信【添付資料】P.３「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注)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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 20,688,135株 22年３月期 20,688,135株

 ② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,233,939株 22年３月期 1,233,834株

 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,454,263株 22年３月期１Ｑ 19,454,464株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直し傾向が見られたものの欧州に

端を発する国際金融情勢不安が高まり、先行きの不透明さから依然として企業の慎重な姿勢は変わら

ず、厳しい状況が続きました。 

  

当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、全体では、前年同四半期比3.2％増となりました。部門

別では、研究・産業機器部門につきましては、前年同四半期比9.7％増となりました。一方、病院・介

護部門につきましては、前年同四半期の新型インフルエンザ関連商品の寄与が無くなったこともあり、

前年同四半期比13.5％減となりました。 

  

販売費及び一般管理費は全体で前年同四半期比34百万円増加いたしました。また、特別損失に資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額２億64百万円を計上いたしました。 

  

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は105億80百万円（前年同四半期比3.2％増）、同

営業利益は13億33百万円（同5.0％増）、同経常利益は13億50百万円（同7.7％増）、上記記載の資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額２億64百万円を特別損失に計上したことにより、同四半期純利益は

６億37百万円（同11.3％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、380億19百万円（前連結会計年度末比11億25百万円減）

となりました。これは、主として現金及び預金が10億７百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が６

億71百万円減少した一方、たな卸資産が４億73百万円増加したこと等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、124億88百万円（前連結会計年度末比１億88百万円増）

となりました。 

以上により、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、505億８百万円（前連結会計年度末比９億

36百万円減）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、115億２百万円（前連結会計年度末比11億８百万円減）

となりました。これは、主として未払法人税等が５億41百万円減少したこと等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、52億87百万円（前連結会計年度末比２億89百万円増）と

なりました。これは、主として資産除去債務を３億94百万円計上したこと等によるものであります。 

以上により、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、167億89百万円（前連結会計年度末比８億

18百万円減）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、337億18百万円（前連結会計年度末比１億17百万円

減）となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が93百万円減少したこと等によるもの

であります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（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の期末残高は、前連結会計年度末に比べ４億57百

万円減少し、24億１百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益による10億78百万円の収入、売上

債権の増減額による６億71百万円の収入等の一方、法人税等の支払による10億30百万円の支出等があ

り、２億64百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入と払戻との差引きによる５億50百万円の収入

等の一方、無形固定資産の取得による４億16百万円の支出等があり、31百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による５億67百万円の支出等があり、６億91百

万円の支出となりました。 

  

現時点では平成22年５月13日公表の業績予想は変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

 （簡便な会計処理） 

当第１四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。

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  （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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ6,965千円減少し、税金等調整前四半期純利益が

271,104千円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,741,823 18,749,575

受取手形及び売掛金 15,803,159 16,474,483

たな卸資産 3,816,017 3,342,850

繰延税金資産 408,851 414,684

その他 263,894 178,867

貸倒引当金 △14,104 △15,704

流動資産合計 38,019,643 39,144,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,588,103 2,518,912

土地 3,434,558 3,434,558

その他（純額） 745,237 736,817

有形固定資産合計 6,767,899 6,690,288

無形固定資産 1,373,019 1,256,346

投資その他の資産   

投資有価証券 3,262,076 3,427,141

繰延税金資産 590,275 423,302

その他 538,316 553,295

貸倒引当金 △42,934 △50,601

投資その他の資産合計 4,347,734 4,353,138

固定資産合計 12,488,653 12,299,773

資産合計 50,508,296 51,444,529

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,271,641 8,973,540

短期借入金 550,000 600,000

未払法人税等 517,812 1,059,359

賞与引当金 165,255 220,256

その他 997,637 1,757,541

流動負債合計 11,502,346 12,610,698

固定負債   

長期借入金 4,025,000 4,075,000

退職給付引当金 264,019 289,809

役員退職慰労引当金 307,933 300,974

資産除去債務 394,998 －

その他 295,104 331,542

固定負債合計 5,287,055 4,997,326

負債合計 16,789,401 17,608,024
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,075,000 5,075,000

資本剰余金 5,469,500 5,469,500

利益剰余金 25,671,806 25,656,760

自己株式 △2,697,583 △2,697,412

株主資本合計 33,518,722 33,503,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 271,057 364,836

繰延ヘッジ損益 △39,225 1,015

為替換算調整勘定 △31,659 △33,193

評価・換算差額等合計 200,172 332,657

純資産合計 33,718,894 33,836,505

負債純資産合計 50,508,296 51,444,529
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(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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 10,248,556 10,580,340

売上原価 6,973,832 7,206,706

売上総利益 3,274,724 3,373,633

販売費及び一般管理費 2,004,743 2,039,677

営業利益 1,269,981 1,333,956

営業外収益   

受取利息 25,115 18,263

受取配当金 3,518 3,547

為替差益 － 1,504

不動産賃貸料 18,013 15,284

その他 3,314 4,138

営業外収益合計 49,961 42,738

営業外費用   

支払利息 19,030 16,703

為替差損 16,707 －

不動産賃貸原価 30,687 9,410

その他 219 420

営業外費用合計 66,645 26,534

経常利益 1,253,296 1,350,160

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,934

特別利益合計 － 3,934

特別損失   

投資有価証券売却損 1,141 －

投資有価証券評価損 － 11,713

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 264,139

特別損失合計 1,141 275,852

税金等調整前四半期純利益 1,252,155 1,078,242

法人税、住民税及び事業税 480,549 508,666

法人税等調整額 53,132 △68,008

法人税等合計 533,681 440,658

少数株主損益調整前四半期純利益 － 637,584

四半期純利益 718,473 637,584
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 1,252,155 1,078,242

減価償却費 166,948 159,823

受取利息及び受取配当金 △28,633 △21,810

支払利息 19,030 16,703

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 264,139

売上債権の増減額（△は増加） 962,510 671,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △321,624 △472,809

仕入債務の増減額（△は減少） △310,406 297,700

その他 △280,371 △694,675

小計 1,459,607 1,298,916

利息及び配当金の受取額 27,926 12,585

利息の支払額 △18,826 △17,132

法人税等の支払額 △906,969 △1,030,357

営業活動によるキャッシュ・フロー 561,737 264,010

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 △20,000 △1,000,000

定期預金の払戻による収入 1,400,000 1,550,000

有形固定資産の取得による支出 △67,603 △171,721

無形固定資産の取得による支出 △117,504 △416,743

投資有価証券の売却による収入 2,416 －

その他 43,688 7,092

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,240,996 △31,372

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） － △50,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △23,877 △23,877

自己株式の取得による支出 △244 △171

配当金の支払額 △372,536 △567,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △496,658 △691,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,079 1,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,323,155 △457,751

現金及び現金同等物の期首残高 3,382,019 2,859,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,705,175 2,401,823
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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
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(単位：千円) 

 
  

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考)四半期貸借対照表（個別）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 17,389,202 18,330,872

  受取手形及び売掛金 15,613,259 16,245,198

  たな卸資産 3,620,843 3,154,876

  繰延税金資産 396,593 403,348

  その他 241,434 164,998

  貸倒引当金 △13,684 △14,267

    流動資産合計 37,247,649 38,285,027

 固定資産

  有形固定資産

   建物（純額） 2,556,803 2,486,270

   土地 3,434,558 3,434,558

   その他（純額） 754,321 746,749

      有形固定資産合計 6,745,683 6,667,578

  無形固定資産 1,356,595 1,239,452

  投資その他の資産

   投資有価証券 3,262,076 3,427,141

   関係会社出資金 600,000 600,000

   差入保証金 444,070 451,530

   繰延税金資産 652,116 499,868

   その他 99,544 107,894

   貸倒引当金 △41,998 △49,665

   投資その他の資産合計 5,015,809 5,036,770

    固定資産合計 13,118,087 12,943,800

 資産合計 50,365,737 51,228,828
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(単位：千円)

 
  

(注)この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 9,058,419 8,716,137

  短期借入金 200,000 200,000

  未払法人税等 513,529 1,058,991

  賞与引当金 160,588 213,686

  その他 1,116,873 1,880,348

  流動負債合計 11,049,410 12,069,163

 固定負債

  長期借入金 4,025,000 4,075,000

  退職給付引当金 240,056 264,293

  役員退職慰労引当金 307,171 300,443

  債務保証損失引当金 22,239 59,891

  資産除去債務 394,998 －

  その他 295,104 331,542

  固定負債合計 5,284,569 5,031,171

 負債合計 16,333,979 17,100,335

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,075,000 5,075,000

  資本剰余金 5,469,500 5,469,500

  利益剰余金 25,953,009 25,915,554

  自己株式 △2,697,583 △2,697,412

  株主資本合計 33,799,925 33,762,641

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 271,057 364,836

  繰延ヘッジ損益 △39,225 1,015

  評価・換算差額等合計 231,831 365,851

 純資産合計 34,031,757 34,128,493

負債純資産合計 50,365,737 51,228,828
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【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

 
  

(注)この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

(2) （参考）四半期損益計算書（個別）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 10,147,509 10,450,220

売上原価 6,940,344 7,188,421

売上総利益 3,207,165 3,261,798

販売費及び一般管理費 1,905,872 1,958,868

営業利益 1,301,293 1,302,930

営業外収益

 受取利息 25,057 18,184

 受取配当金 23,498 28,547

 不動産賃貸料 18,013 15,284

 その他 2,547 8,256

 営業外収益計 69,116 70,273

営業外費用

 支払利息 17,742 16,005

 為替差損 353 85

 不動産賃貸原価 30,687 9,410

 その他 213 420

 営業外費用計 48,996 25,921

経常利益 1,321,413 1,347,281

特別利益

 貸倒引当金戻入額 － 2,916

 債務保証損失引当金戻入額 － 37,651

 特別利益計 － 40,568

特別損失

 投資有価証券評価損 － 11,713

 債務保証損失引当金繰入額 10,202 －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 264,139

 特別損失計 10,202 275,852

税引前四半期純利益 1,311,211 1,111,998

法人税、住民税及び事業税 480,431 504,365

法人税等調整額 53,124 △52,359

法人税等合計 533,556 452,005

四半期純利益 777,654 659,992
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販売実績 

  

 
(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．部門別販売実績は、部門ごとに管轄する得意先への販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情報

の記載ではありません。 

  

  

 
(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．品目別販売実績は、当社の品目分類による品目ごとの販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情

報の記載ではありません。 

5. 補足情報

ａ．部門別販売実績

部門

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

  研究・産業機器部門 7,383,612 72.0 8,103,340 76.6

  病院・介護部門 2,864,944 28.0 2,476,999 23.4

合計 10,248,556 100.0 10,580,340 100.0

 

ｂ．品目別販売実績

品目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

科学機器・装置

汎用科学機器・装置 1,248,168 12.2 1,446,622 13.7

分析、特殊機器・装置 1,313,739 12.8 1,454,373 13.7

物理、物性測定機器・装置 558,373 5.4 611,671 5.8

実験用設備機器 675,749 6.6 720,392 6.8

小計 3,796,031 37.0 4,233,060 40.0

科学器具・消耗品

汎用器具・消耗品 3,448,279 33.7 3,174,197 30.0

半導体関係特殊器具 932,587 9.1 1,113,431 10.5

小計 4,380,866 42.8 4,287,629 40.5

看護・介護用品 2,071,658 20.2 2,059,650 19.5

合計 10,248,556 100.0 10,580,340 100.0
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