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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 6,873 5.8 1,725 8.9 1,775 8.0 885 1.0
22年3月期第2四半期 6,494 6.8 1,584 23.6 1,643 22.1 876 25.0

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2四半期 946.06 ―

22年3月期第2四半期 936.37 ―

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2四半期 32,865 28,138 85.6 30,069.10
22年3月期 32,360 27,749 85.8 29,653.39

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  28,138百万円 22年3月期  27,749百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 500.00 500.00

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、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 13,372 3.1 2,999 0.2 3,066 △1.2 1,788 1.7 1,911.22



(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  無  
（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 

（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） 

※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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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注記は、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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 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2Q 944,000株 22年3月期  944,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8,212株 22年3月期  8,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 935,788株 22年3月期2Q  935,788株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、一部で緩やかな景気回復傾向が見られたものの、雇用情勢は依

然として厳しく、また、円高等の進行といった懸念材料もあり、厳しい経済状況が続いております。 

 当社グループの属する医療関連業界におきましては、平成22年度診療報酬改定において、「国民の安全・安心を

支える医療の再構築」という観点から、診療報酬全体でのネットプラス改定が行われておりますが、業界全体とし

ては、引き続き厳しい状況にあるといえます。 

 このような事業環境下で、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は6,873百万円（前年同四半期比5.8％増）、

連結営業利益は1,725百万円（同8.9％増）、連結経常利益は1,775百万円（同8.0％増）、連結四半期純利益は885

百万円（同1.0％増）となりました。 

  

 当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりであります。 

 人工透析類におきましては、人工透析用留置針の販売価格の下落傾向が続いており、2,689百万円（前年同四半

期比2.3％減）、静脈留置針類におきましては、止血弁付安全静脈留置針が引き続き好調であり、1,722百万円（同

28.3％増）となりました。アンギオ類におきましては、販売数量増加等の要因により、2,442百万円（同2.8％増）

となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。  

 総資産は前連結会計年度末に比べ、504百万円増加し32,865百万円となりました。 

 流動資産は同683百万円増の23,917百万円、固定資産は同179百万円減の8,947百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が660百万円増加したこと等によるものです。 

 固定資産減少の主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の償却が取得を上回ったこと等によるものです。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、389百万円増加し28,138百万円となりました。この主な要因は、当四

半期純利益の計上と配当金の支払いにより、差引き利益剰余金が417百万円増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は85.6％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下に記載の 

キャッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ339百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には7,334百

万円となりました。  

  

 当第２四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要因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1,343百万円（前年同四半期比22.7％増）となりました。内訳の主なものは、税

金等調整前四半期純利益1,738百万円と、法人税等の支払額762百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は1,215百万円（前年同四半期比29.9％減）となりました。内訳の主なものは、預

入期間が３か月を超える定期預金の預入による純支出1,000百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は467百万円（前年同四半期比0.2％減）となりました。内訳は、配当金の支払額で

あります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。国内マーケットにおきましては、本年４月

に診療報酬改定が行われ市場価格は下落傾向になり、今後も引き続き厳しい状況が続く見通しであります。当社グ

ループといたしましては、医療現場でのニーズを的確に把握した新製品を開発、上市することにより、商品の差別

化を推進していく予定であります。また、製造会社におきましては原価低減を推進し、効率的な製造体制を構築す

るよう努めてまいります。 

 通期の業績予想につきましては、連結売上高13,372百万円（前年同期比3.1％増）、連結営業利益2,999百万円

（同0.2％増）、連結経常利益3,066百万円（同1.2％減）、連結当期純利益1,788百万円（同1.7％増）を計画して

おります。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が10百万円減少してお

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 18,334,134 17,673,592

受取手形及び売掛金 3,311,751 3,158,118

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 478,662 685,755

仕掛品 691,859 653,296

原材料及び貯蔵品 234,137 240,881

繰延税金資産 219,636 224,369

その他 147,819 97,988

貸倒引当金 △337 △323

流動資産合計 23,917,663 23,233,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,001,190 3,079,192

機械装置及び運搬具（純額） 881,304 943,540

工具、器具及び備品（純額） 1,098,173 1,081,958

土地 2,551,938 2,574,253

建設仮勘定 73,408 66,715

有形固定資産合計 7,606,015 7,745,660

無形固定資産 88,453 112,013

投資その他の資産   

投資有価証券 337,511 362,890

保険積立金 107,076 105,181

繰延税金資産 731,284 710,960

その他 77,090 89,843

貸倒引当金 △2 △84

投資その他の資産合計 1,252,961 1,268,790

固定資産合計 8,947,429 9,126,464

資産合計 32,865,093 32,360,144
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,312,721 1,200,438

未払法人税等 796,015 718,026

賞与引当金 286,339 268,716

その他 383,463 452,557

流動負債合計 2,778,539 2,639,739

固定負債   

退職給付引当金 337,856 380,189

役員退職慰労引当金 999,908 981,900

その他 610,482 609,028

固定負債合計 1,948,246 1,971,117

負債合計 4,726,786 4,610,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 16,725,158 16,307,744

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 28,154,560 27,737,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,685 3,029

為替換算調整勘定 8,432 9,111

評価・換算差額等合計 △16,253 12,140

純資産合計 28,138,307 27,749,287

負債純資産合計 32,865,093 32,360,144
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,494,118 6,873,923

売上原価 3,445,303 3,637,763

売上総利益 3,048,815 3,236,159

販売費及び一般管理費 1,464,523 1,510,251

営業利益 1,584,291 1,725,908

営業外収益   

受取利息 31,398 17,733

受取配当金 4,074 4,089

受取地代家賃 13,926 15,152

その他 18,031 20,511

営業外収益合計 67,431 57,487

営業外費用   

支払利息 7,238 4,527

為替差損 － 2,826

その他 1,044 612

営業外費用合計 8,283 7,966

経常利益 1,643,439 1,775,428

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 68

助成金収入 60,139 －

特別利益合計 60,139 68

特別損失   

投資有価証券評価損 24,872 1,600

固定資産除却損 7,346 2,075

減損損失 1,296 22,314

固定資産圧縮損 35,698 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,402

その他 1,215 453

特別損失合計 70,429 36,845

税金等調整前四半期純利益 1,633,149 1,738,650

法人税、住民税及び事業税 780,098 849,122

法人税等調整額 △23,194 4,219

法人税等合計 756,903 853,342

少数株主損益調整前四半期純利益 － 885,308

四半期純利益 876,245 885,308
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純利益 1,633,149 1,738,650

減価償却費 340,691 309,989

投資有価証券評価損益（△は益） 24,872 1,600

固定資産除売却損益（△は益） 7,346 2,075

減損損失 1,296 22,314

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,887 △42,291

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,987 18,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 △68

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,037 17,623

受取利息及び受取配当金 △35,473 △21,823

支払利息 7,238 4,527

助成金収入 △60,139 －

固定資産圧縮損 35,698 －

売上債権の増減額（△は増加） △190,265 △156,886

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,945 175,074

仕入債務の増減額（△は減少） △6,439 85,077

その他 △91,568 △73,424

小計 1,661,420 2,090,848

利息及び配当金の受取額 40,195 25,797

利息の支払額 △13,965 △9,894

法人税等の支払額 △592,390 △762,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,095,260 1,343,845

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 △9,500,000 △11,500,000

定期預金の払戻による収入 8,000,000 10,500,000

有形固定資産の取得による支出 △295,600 △187,482

無形固定資産の取得による支出 △1,338 △3,152

投資有価証券の取得による支出 － △21,367

長期貸付金の回収による収入 3,465 4,335

保険積立金の積立による支出 △1,892 △1,892

差入保証金の差入による支出 △1,441 △6,458

差入保証金の回収による収入 3,100 1,476

助成金による収入 60,139 －

その他 － △1,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,733,568 △1,215,825

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △467,917 △467,209

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,917 △467,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,459 △268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,104,766 △339,457

現金及び現金同等物の期首残高 8,322,236 7,673,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,217,470 7,334,134
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 該当事項はありません。 

  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 当連結グループは同一セグメントに属する医療機器の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がな

いため該当事項はありません。 

   

 〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

 〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 〔セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成 

 21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

  

 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）セグメント情報

（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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(１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

 （注）１.金額は平均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 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

③販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

品目別 

 当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 前年同四半期比（％） 

 人工透析類     （千円）       2,399,590         89.5 

 静脈留置針（麻酔）類（千円）       1,597,927       117.9 

 アンギオ類     （千円）       2,249,426        97.5 

     合計   （千円）       6,246,944        98.5 

品目別 

 当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 前年同四半期比（％） 

 人工透析類     （千円）       2,689,427        97.7 

 静脈留置針（麻酔）類（千円）       1,722,799       128.3 

 アンギオ類     （千円）       2,442,537       102.8 

 その他       （千円）         19,159        87.8 

     合計   （千円）       6,873,923       105.8 
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