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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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3四半期 5,736 5.3 1,051 7.4 1,087 9.1 622 14.2
21年12月期第3四半期 5,445 ― 978 ― 996 ― 544 ―

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3四半期 118.78 ―
21年12月期第3四半期 101.21 ―

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3四半期 11,931 9,954 83.4 1,905.44
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3四半期  9,954百万円 21年12月期  9,754百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

21年12月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,900 3.6 1,450 1.2 1,470 1.3 830 2.5 158.44



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」をご覧ください。）

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12月期3Q 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3Q  485,870株 21年12月期  431,040株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 5,238,644株 21年12月期3Q 5,384,166株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※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、［添付資料］Ｐ．２「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 平成22年４月１日付で診療報酬が10年ぶりにネットプラス改定され、特に救急、産科、小児科、外科等の医療の

再建を重点課題として、入院診療報酬は約4,400億円（＋3.03％）と重点的に配分されました。これをきっかけ

に、医療機器産業界は急性期病院の医療機器需要が拡大するものと期待しておりますが、足元の市場に於いては、

まだその効果が大きくは出ておらず、一段と激しい価格競争、サービス競争が展開されております。 

 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３四半期累計期間の売上高は5,736百万円（前年同四半期比5.3％増）となりました。利益面に

おいては、営業利益は1,051百万円（前年同四半期比7.4％増）、経常利益は1,087百万円（前年同四半期比9.1％

増）となりました。また、四半期純利益は622百万円（前年同四半期比14.2％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期累計期間末の資産につきましては、現金及び預金の増加（559百万円）、売上債権の減少（418百万

円）、有価証券の増加（128百万円）、工具器具及び備品の減少（106百万円）等により、11,931百万円（前期比

152百万円増）となりました。 

 負債につきましては、買掛金の増加（138百万円）、未払法人税等の減少（232百万円）等により、1,977百万円

（前期比47百万円減）となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益による増加（622百万円）、剰余金の配当による減少（316百万円）、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、9,954百万円（前期比199百万円増）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、859百

万円増加し、5,060百万円となりました。 

 また当第３四半期累計期間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1,367百万円（前年同四半期は1,128百万円の収入）となりました。この内訳は税

引前四半期純利益1,087百万円、減価償却費422百万円、法人税等の支払額が738百万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110百万円（前年同四半期は64百万円の収入）となりました。この内訳は有価証

券の売却による収入200百万円、有形固定資産の取得による支出231百万円、投資有価証券の取得による支出100百

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596百万円の支出）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315百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 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

表いたしました通期の業績予想に変更はございません。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

退職給付引当金（追加情報）  

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年８月に適格退職年金制度の全部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額はありません。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年９月30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 4,760,998 4,201,643

受取手形及び売掛金 1,311,717 1,729,789

有価証券 300,000 171,230

商品 1,017,326 1,050,339

仕掛品 9,502 10,392

繰延税金資産 146,737 131,110

その他 54,799 28,670

貸倒引当金 △9,160 △12,134

流動資産合計 7,591,922 7,311,042

固定資産   

有形固定資産 1,811,835 1,934,838

無形固定資産 199,729 254,299

投資その他の資産   

投資有価証券 1,437,239 1,426,808

その他 917,538 878,731

貸倒引当金 △26,346 △26,346

投資その他の資産合計 2,328,430 2,279,193

固定資産合計 4,339,995 4,468,331

資産合計 11,931,917 11,779,373

負債の部   

流動負債   

買掛金 594,030 455,329

未払法人税等 179,825 411,938

賞与引当金 272,900 184,500

役員賞与引当金 28,000 36,500

その他 349,984 425,650

流動負債合計 1,424,741 1,513,918

固定負債   

退職給付引当金 436,087 398,122

役員退職慰労引当金 116,821 112,675

固定負債合計 552,908 510,797

負債合計 1,977,649 2,024,716

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 8,374,104 8,068,602

自己株式 △646,686 △565,237

株主資本合計 10,072,801 9,848,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112,385 △96,779

繰延ヘッジ損益 △6,147 2,688

評価・換算差額等合計 △118,533 △94,091

純資産合計 9,954,268 9,754,657

負債純資産合計 11,931,917 11,779,373

アイ・エム・アイ株式会社（７５０３）平成22年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

- 3 -



（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,445,738 5,736,926

売上原価 2,874,020 3,001,305

売上総利益 2,571,718 2,735,620

販売費及び一般管理費 1,592,779 1,684,000

営業利益 978,938 1,051,619

営業外収益   

受取利息 23,781 19,485

受取配当金 645 1,974

為替差益 － 9,018

その他 7,365 11,521

営業外収益合計 31,792 42,001

営業外費用   

売上割引 5,627 5,668

為替差損 4,043 －

支払手数料 2,899 647

その他 1,392 －

営業外費用合計 13,962 6,315

経常利益 996,768 1,087,305

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,973

特別利益合計 － 2,973

特別損失   

固定資産除売却損 18,374 2,641

たな卸資産廃棄損 1,444 －

特別損失合計 19,818 2,641

税引前四半期純利益 976,950 1,087,637

法人税、住民税及び事業税 491,857 503,123

法人税等調整額 △59,863 △37,726

法人税等合計 431,994 465,397

四半期純利益 544,956 622,239
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（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,733,235 1,676,339

売上原価 960,287 903,375

売上総利益 772,947 772,963

販売費及び一般管理費 514,578 548,250

営業利益 258,369 224,712

営業外収益   

受取利息 4,762 4,677

為替差益 9,330 1,746

その他 2,418 7,759

営業外収益合計 16,512 14,183

営業外費用   

売上割引 1,601 1,422

その他 1,446 －

営業外費用合計 3,048 1,422

経常利益 271,833 237,473

特別損失   

固定資産除売却損 15,069 581

特別損失合計 15,069 581

税引前四半期純利益 256,763 236,892

法人税、住民税及び事業税 132,450 119,362

法人税等調整額 △19,887 △17,118

法人税等合計 112,563 102,244

四半期純利益 144,199 134,648
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30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 976,950 1,087,637

減価償却費 463,144 422,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,736 △2,973

賞与引当金の増減額（△は減少） 131,300 88,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500 △8,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,084 37,964

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,210 4,146

受取利息及び受取配当金 △24,426 △21,460

為替差損益（△は益） 10 786

有形固定資産除売却損益（△は益） 18,374 2,641

売上債権の増減額（△は増加） 154,180 418,071

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,306 35,485

仕入債務の増減額（△は減少） △149,085 138,701

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,741 △20,187

その他 △56,267 △96,273

小計 1,636,591 2,087,204

利息及び配当金の受取額 25,916 19,090

法人税等の支払額 △533,680 △738,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,128,827 1,367,722

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 500,000 －

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 95,855 200,000

有形固定資産の取得による支出 △360,991 △231,160

無形固定資産の取得による支出 △104,507 △13,556

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △100,900

投資有価証券の売却による収入 128,707 35,514

差入保証金の差入による支出 △1,526 △1,525

その他 1,515 1,385

投資活動によるキャッシュ・フロー 64,029 △110,241

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 △319,528 △81,448

配当金の支払額 △276,548 △315,890

財務活動によるキャッシュ・フロー △596,076 △397,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 596,769 859,355

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 3,924,605 5,060,998
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該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期会計期間末における自己株式の残高は、前事業年度末に比べ54,830株、81,448千円増加し485,870

株、646,686千円となりました。これは主に、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したことによります。  

  

  

（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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