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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 10,096 △11.2 △151 ― △139 ― △159 ―

22年3月期第2四半期 11,366 3.9 △46 ― △47 ― △18 ―

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 △28.05 ―

22年3月期第2四半期 △3.30 ―

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 16,648 6,988 42.0 1,233.58
22年3月期 17,826 7,244 40.6 1,269.31

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,988百万円 22年3月期  7,244百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 25,000 2.9 220 0.2 210 6.6 150 △18.2 26.21



(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 

（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きの対象外でありますが、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き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 
上記に記載しました業績予想等の将来に関する記述は、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、多分に不確実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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」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 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  6,453,689株 22年3月期  6,453,689株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  788,238株 22年3月期  746,238株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  5,679,451株 22年3月期2Q  5,739,784株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く環境は、景気対策あるいは

社会保障制度の充実の観点から医療制度改革の推進などの医療費抑制政策を見直す動きがあり、本年４月の診療報

酬改定では10年ぶりにプラス改定となりましたが、医療機関の経営環境は未だ厳しい状況にあります。一方では、

医療費抑制の一環として病気にならない仕組みづくりが重視され、国民の健康意識の高まりとともに生活習慣病予

防、介護予防といった予防分野は大きく拡大していく方向にあります。 

 このような状況のなか、当社グループは激変する市場環境に対応すべく、更なる事業構造改革の推進に取り組む

とともに、顧客基盤の拡大と充実を図るため、既存顧客の深耕並びに新規顧客口座獲得に注力しております。 

 各関連商品別では、引き続きフィルムレス化が進展しているほか、薬価引き下げにより医療材料の販売単価が低

下し、医療用Ｘ線フィルム及び関連商品の売上高は減少いたしました。また、ＰＡＣＳ等のシステムにおいても前

年同期に比べて大型案件が減少した結果、売上高は減少いたしました。感染防止分野におきましては、昨年は新型

インフルエンザの発生に伴いマスクや感染症キット等の対策用品の売上高が急増いたしましたが、沈静化により平

常に戻ったため、売上高は減少いたしました。ヘルスケア分野では平成22年１月に販売を開始いたしました全自動

血圧計ＵＤＥＸ－ｉや超音波骨密度装置ＣＭ－２００が順調に推移し、売上高は増加いたしました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は100億96百万円（前年同期比12億69百万円減）となりました。

売上高の減少に対し、様々な経費抑制策の実施により販売費及び一般管理費を削減いたしましたが、営業損失は１

億51百万円（前年同期比１億４百万円増）、経常損失は１億39百万円（前年同期比91百万円増）、四半期純損失は

１億59百万円（前年同期比１億40百万円増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は166億48百万円（前連結会計期間末は178億26百万円）となり、

11億78百万円減少しました。これは現金及び預金が３億79百万円、無形固定資産が２億70百万円増加したこと

や、受取手形及び売掛金が19億27百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は96億60百万円（前連結会計期間末は105億82百万円）となり、９

億22百万円減少しました。これは短期借入金が２億50百万円、１年以内返済予定の長期借入金が１億42百万円、

長期借入金が３億12百万円増加したことや、支払手形及び買掛金が17億78百万円減少したことなどによるもので

す。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は69億88百万円（前連結会計期間末は72億44百万円）とな

り、２億55百万円減少しました。これは利益剰余金が２億16百万円減少したことなどによるものです。 

②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。）は、前連結会計期間末に比

べて現金及び現金同等物が３億79百万円増加しましたため、33億91百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は55百万円（前年同四半期は９億31百万円の獲得）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純損失、仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少があったこと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） 

 投資活動の結果、使用した資金は87百万円（前年同四半期は84百万円の獲得）となりました。これは主に投資

有価証券の売却による収入、貸付金の回収による収入があったものの、投資有価証券の取得による支出、固定資

産の取得による支出があったこと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） 

 財務活動の結果、獲得した資金は５億22百万円（前年同四半期は１億85百万円の使用）となりました。これは

主にリース債務の返済による支出、配当金の支払いによる支出及び長期借入金の返済による支出があったもの

の、短期借入れ及び長期借入れによる収入があったこと等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表のとおり、変更はありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定について、前連結会計年度より著しい変化がないと判断したため、貸倒実績率を

前連結会計年度に算定した実績率を使用して、当四半期の一般債権の貸倒見積高を算出しております。 

  

②連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去  

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消

去しております。 

  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異の発生状況に

著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法により算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異の

発生状況に著しい変化があると認められる場合には、当該影響を加味して算定しております。 

  

④固定資産の減価償却費の算定方法  

 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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

たな卸資産の評価方法の変更  

 第１四半期連結会計期間より、当社における商品の評価方法を先入先出法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）から月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更いたしました。これは基幹システムの変更を機に当社の商品の評

価方法を見直し、収益と費用のより適正な対応を図ることで期間損益をより適正に計算することを目的としてお

ります。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失は327千円、税金等調整前四

半期純損失は、10,784千円増加しております。 

  

表示方法の変更  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

  

（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 3,491,966 3,112,744

受取手形及び売掛金 5,088,436 7,015,951

商品及び製品 1,411,304 1,340,067

仕掛品 11,411 8,479

原材料及び貯蔵品 230,428 205,778

繰延税金資産 98,703 95,521

その他 235,977 287,335

貸倒引当金 △8,851 △10,924

流動資産合計 10,559,378 12,054,953

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,740,242 2,740,242

その他（純額） 1,233,558 1,254,146

有形固定資産合計 3,973,801 3,994,389

無形固定資産   

のれん 5,864 6,923

その他 424,612 153,250

無形固定資産合計 430,477 160,173

投資その他の資産 1,685,284 1,617,439

固定資産合計 6,089,563 5,772,001

資産合計 16,648,941 17,826,955

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,765,622 5,544,172

短期借入金 350,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 429,109 286,171

1年内償還予定の社債 96,000 96,000

未払法人税等 27,394 43,382

賞与引当金 82,486 9,683

その他 436,048 556,807

流動負債合計 5,186,661 6,636,216

固定負債   

社債 1,156,000 1,204,000

長期借入金 710,676 398,074

繰延税金負債 1,348,872 1,357,681

退職給付引当金 490,490 452,793

役員退職慰労引当金 56,128 47,697

資産除去債務 18,223 －

その他 693,088 485,978

固定負債合計 4,473,478 3,946,224

負債合計 9,660,140 10,582,441
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,533,499 2,533,499

資本剰余金 1,704,219 1,704,219

利益剰余金 4,818,913 5,035,305

自己株式 △415,529 △399,989

株主資本合計 8,641,102 8,873,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,143 10,638

土地再評価差額金 △1,639,158 △1,639,158

評価・換算差額等合計 △1,652,301 △1,628,519

純資産合計 6,988,800 7,244,514

負債純資産合計 16,648,941 17,826,955
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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 11,366,381 10,096,661

売上原価 8,948,034 7,881,086

売上総利益 2,418,347 2,215,575

販売費及び一般管理費 2,465,004 2,366,667

営業損失（△） △46,657 △151,091

営業外収益   

受取利息 4,913 4,207

受取配当金 3,124 2,419

受取賃貸料 29,658 29,796

その他 11,816 17,931

営業外収益合計 49,512 54,355

営業外費用   

支払利息 27,945 23,773

賃貸費用 11,539 12,022

その他 11,236 6,887

営業外費用合計 50,721 42,683

経常損失（△） △47,866 △139,419

特別利益   

固定資産売却益 639 －

貸倒引当金戻入額 49,732 2,673

その他 － 81

特別利益合計 50,372 2,754

特別損失   

固定資産売却損 1,235 －

減損損失 28,904 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,456

その他 533 1,020

特別損失合計 30,672 11,477

税金等調整前四半期純損失（△） △28,166 △148,141

法人税、住民税及び事業税 12,883 18,772

法人税等調整額 △22,114 △7,597

法人税等合計 △9,230 11,175

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △159,316

四半期純損失（△） △18,935 △159,316
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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) 

売上高 5,920,088 5,265,975

売上原価 4,602,095 4,061,733

売上総利益 1,317,992 1,204,241

販売費及び一般管理費 1,230,681 1,171,008

営業利益 87,310 33,233

営業外収益   

受取利息 2,268 2,140

受取配当金 1,196 1,162

受取賃貸料 14,994 14,990

その他 8,084 8,656

営業外収益合計 26,543 26,950

営業外費用   

支払利息 13,831 11,752

賃貸費用 6,453 6,559

その他 6,473 2,786

営業外費用合計 26,759 21,099

経常利益 87,094 39,085

特別利益   

固定資産売却益 241 －

貸倒引当金戻入額 48,923 243

その他 － 81

特別利益合計 49,165 324

特別損失   

減損損失 28,904 －

投資有価証券評価損 － 895

その他 529 125

特別損失合計 29,433 1,020

税金等調整前四半期純利益 106,826 38,389

法人税、住民税及び事業税 2,700 11,319

法人税等調整額 △19,975 △4,114

法人税等合計 △17,275 7,205

少数株主損益調整前四半期純利益 － 31,184

四半期純利益 124,102 31,184
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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損失（△） △28,166 △148,141

減価償却費 84,138 112,907

減損損失 28,904 －

引当金の増減額（△は減少） 8,507 119,119

のれん償却額 1,058 1,058

受取利息及び受取配当金 △8,038 △6,627

支払利息 27,945 23,773

為替差損益（△は益） 0 42

固定資産売却損益（△は益） 596 －

固定資産除却損 533 125

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,456

売上債権の増減額（△は増加） 722,649 1,927,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △161,062 △98,819

仕入債務の増減額（△は減少） 437,931 △1,778,550

その他 △261,111 △174,928

小計 853,885 △12,068

利息及び配当金の受取額 9,108 7,686

利息の支払額 △28,896 △23,794

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 97,740 △26,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 931,836 △55,073

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △34,531 △18,925

固定資産の売却による収入 4,074 714

投資有価証券の取得による支出 △59 △150,795

投資有価証券の売却による収入 － 59,751

定期預金の払戻による収入 100,000 －

貸付けによる支出 △10,150 －

貸付金の回収による収入 20,411 22,519

その他 4,568 △1,091

投資活動によるキャッシュ・フロー 84,312 △87,826

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） － 250,000

長期借入れによる収入 180,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △190,194 △144,460

社債の償還による支出 △40,000 △48,000

自己株式の取得による支出 △69,840 △15,540

リース債務の返済による支出 △30,180 △63,075

配当金の支払額 △35,337 △56,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,551 522,164
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 830,598 379,221

現金及び現金同等物の期首残高 3,575,858 3,012,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,406,456 3,391,966
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該当事項はありません。  

  

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、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務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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