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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 23,891 △0.1 6,718 7.6 6,640 6.1 3,940 2.7
22年3月期第3四半期 23,906 1.4 6,241 8.7 6,258 8.1 3,836 36.9

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3四半期 250.47 ―
22年3月期第3四半期 246.88 ―

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3四半期 68,450 60,781 88.8 3,863.06
22年3月期 68,259 58,506 85.7 3,718.27

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  60,767百万円 22年3月期  58,492百万円

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  
平成23年３月期  配当金の内訳  記念配当  各四半期２円、合計８円 

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 23.00 23.00 23.00 23.00 92.00
23年3月期 25.00 25.00 25.00
23年3月期 

（予想） 25.00 100.00

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 31,350 0.0 8,510 6.7 8,460 5.5 5,040 2.4 320.40



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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）３ページ「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.3「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 16,341,155株 22年3月期  16,341,155株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  610,828株 22年3月期  610,158株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,730,727株 22年3月期3Q 15,537,908株
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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 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績等に一部改善の兆しが見られはじめるものの、

不安定な世界経済や円高からくる景気の先行き不透明感が続いており、依然として予断を許さない状況が続

いております。 

当医療機器業界におきましては、2000 年以来 10 年ぶりに診療報酬全体での引き上げが行われたものの、

引き続き厳しい経営環境が続いており、各企業はより一層の経営の効率化・合理化が求められる状況となっ

ております。 

このような環境の下、当企業集団は、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・省力化に

貢献できる製商品群を提供した結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は 23,891 百万円（前年同期比

0.1％減）となりました。このうち、当第３四半期の連結売上高は 8,238 百万円（同 2.2％増）と伸長いたし

ました。当第３四半期連結累計期間の連結売上高のうち、手術用品類の医療用キット製品の売上高は 10,935

百万円（同 4.9％増）となりました。うち、製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」につきまし

ては、当第３四半期連結累計期間において 6,100 百万円（同 11.0%増）となり、16 件の医療機関と契約を締

結する一方、９件の解約がございました。なお、当第３四半期の契約件数は５件となっております。また、

手術用品類の医療用不織布製品は、前年度並みの売上高 8,383 百万円（同 0.5％増）を確保いたしました。

安価・高機能・高品質を基本コンセプトとする「サーレム戦略」を強化したことにより販売数量が増加し、

一部売上高が減少していた製品が回復傾向になりました。前年度に新型インフルエンザによる特需がありま

したマスク等の製品売上高減少要因は第３四半期連結累計期間で、連結子会社の一部事業を譲渡したことに

よる、子会社のその他売上高減少要因は第２四半期連結累計期間で影響がそれぞれ終了しております。 

売上原価は、製造量増加による生産性の改善等により原価率は前年同期に比べ改善いたしました。販売費

及び一般管理費は効率的な経費使用に注力し、その結果、連結営業利益は 6,718 百万円（同 7.6％増）とな

りました。営業外損益の主なものは為替差損の 178 百万円であり、連結経常利益は 6,640 百万円（同 6.1％

増）となりました。連結四半期純利益は 3,940 百万円（同 2.7％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３四半期連結会計期間末の総資産は 68,450 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 191 百万円増加い

たしました。流動資産は 32,482 百万円となり、880 百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売

掛金の増加 1,238 百万円、現金預金の減少 1,191 百万円、棚卸資産の減少 753 百万円となります。固定資産

は 35,967 百万円となり 1,071 百万円増加いたしました。うち有形固定資産は 31,073 百万円となり 951 百万

円増加いたしました。その主な要因は筑波新滅菌センター関連の設備投資による 1,815 百万円となります。

また、無形固定資産は 789 百万円となり 192 百万円増加し、投資その他の資産は 4,104 百万円となり 72 百万

円減少いたしました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は 7,668 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,083 百万円減

少いたしました。流動負債は 6,852 百万円となり 1,154 百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税

等の 998 百万円の減少、賞与引当金の 342 百万円の減少、設備関係支払手形の 378 百万円の増加となります。

固定負債は 816 百万円となり、929 百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金の返済による 925 百万

円の減少となります。なお、有利子負債残高は前期末より 925 百万円減少し 1,000 百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は 60,781 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,275 百万円増加

いたしました。主な要因は、当第３四半期までの四半期純利益 3,940 百万円の計上による増加、剰余金の配

当による 1,148 百万円の減少となっております。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 85.7％か

ら 88.8％となりました。 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより 16,209 百

万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,196 百万円減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

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を 6,539 百万円、減価償却費を 1,689

百万円計上いたしました。一方、法人税等の支払 3,535 百万円、売上債権の増加 1,285 百万円等がありまし

た。この結果、キャッシュ・フローは 3,993 百万円となり、前年同期に比べ 555 百万円減少いたしました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に筑波新滅菌センター関連の有形固定資産の取得等により 3,046

百万円の支出となり、前年同期に比べ１百万円支出が増加いたしました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払等がありました。この結果、2,075

百万円の支出となりました。（前年同期は 1,187 百万円の収入） 
 

通期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、業績を反映し約 7,000

百万円の増加を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に筑波新滅菌センター関連取

得及び既存設備入替、新システム構築等により約 4,000 百万円の支出を見込んでおります。財務活動による

キャッシュ・フローは、配当金の支払や借入金の返済等により約 2,500 百万円の支出を見込んでおります。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
今後の国内経済は、引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。当医療機器業界におきまして

は、医療機関の経営状況は二極化の傾向がさらに進み、各企業はこれまで以上に経営の効率化・合理化が求

められます。当企業集団におきましては設立50年目の節目を迎え、より一層の企業価値向上に努めると共に、

引き続き「オペラマスター戦略」、そして「サーレム戦略」を果断に推進するとともに、積極的に新製品の開

発を進め、他企業との差別化を図ってまいります。 

このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は以下のとおりであります。 

 

（連結業績予想） 

売 上 高 31,350 百万円 （前期比 0.0％増） 

営 業 利 益     8,510 百万円 （前期比 6.7％増） 

経 常 利 益   8,460 百万円 （前期比 5.5％増） 

当期純利益  5,040 百万円 （前期比 2.4％増） 

 

２．その他の情報 

（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 棚卸資産の評価方法   

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末 

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。 

② 法人税等の計上基準   

法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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２百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益が 34 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。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 16,575 17,766

受取手形及び売掛金 10,363 9,124

商品及び製品 2,505 3,075

仕掛品 292 308

原材料及び貯蔵品 2,091 2,259

その他 660 832

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 32,482 33,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,934 12,374

機械装置及び運搬具（純額） 4,424 4,896

土地 9,384 9,410

建設仮勘定 4,960 3,137

その他（純額） 369 302

有形固定資産合計 31,073 30,121

無形固定資産 789 597

投資その他の資産 4,104 4,176

固定資産合計 35,967 34,895

資産合計 68,450 68,259

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,324 3,452

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 993 1,991

引当金 180 545

その他 1,353 1,017

流動負債合計 6,852 8,006

固定負債   

長期借入金 － 925

引当金 39 34

その他 777 786

固定負債合計 816 1,746

負債合計 7,668 9,752
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 7,123 7,123

資本剰余金 8,336 8,336

利益剰余金 49,390 46,598

自己株式 △3,316 △3,313

株主資本合計 61,533 58,744

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179 345

繰延ヘッジ損益 △37 80

為替換算調整勘定 △908 △678

評価・換算差額等合計 △766 △252

少数株主持分 14 14

純資産合計 60,781 58,506

負債純資産合計 68,450 68,259
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 23,906 23,891

売上原価 11,519 11,265

売上総利益 12,387 12,625

販売費及び一般管理費 6,145 5,906

営業利益 6,241 6,718

営業外収益   

受取利息 5 2

受取配当金 44 51

負ののれん償却額 13 －

助成金収入 31 27

その他 35 37

営業外収益合計 130 118

営業外費用   

支払利息 27 16

為替差損 74 178

その他 11 1

営業外費用合計 113 197

経常利益 6,258 6,640

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 11

固定資産売却益 4 0

負ののれん一括償却額 83 －

特別利益合計 88 11

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産廃棄損 8 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32

ゴルフ会員権評価損 － 9

50周年記念事業費 － 66

特別損失合計 9 112

税金等調整前四半期純利益 6,337 6,539

法人税等 2,499 2,598

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,941

少数株主利益 1 1

四半期純利益 3,836 3,940
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 6,337 6,539

減価償却費 1,891 1,689

負ののれん償却額 △97 －

ゴルフ会員権評価損 － 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △19

受取利息及び受取配当金 △49 △54

支払利息 27 16

為替差損益（△は益） 89 190

有形固定資産売却損益（△は益） △3 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,163 △1,285

たな卸資産の増減額（△は増加） 210 659

仕入債務の増減額（△は減少） △297 △106

その他 △222 △177

小計 6,734 7,495

利息及び配当金の受取額 49 54

利息の支払額 △34 △20

法人税等の支払額 △2,201 △3,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,549 3,993

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,872 △2,609

有形固定資産の売却による収入 24 2

投資有価証券の取得による支出 － △75

貸付けによる支出 △7 △4

貸付金の回収による収入 7 17

その他 △195 △377

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,044 △3,046

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △925 △925

自己株式の売却による収入 3,183 0

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △1,068 △1,148

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,187 △2,075

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,687 △1,196

現金及び現金同等物の期首残高 12,182 17,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,869 16,209
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
前第３四半期連結累計期間（自平成 21 年４月１日 至平成 21 年 12 月 31 日） 

当社及び連結子会社の事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であ

ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載は省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 
前第３四半期連結累計期間（自平成 21 年４月１日 至平成 21 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結 

売 上 高      

（１）外部顧客に対する売上高 23,640 265 23,906 － 23,906 

（２）セグメント間の内部売上高 － 2,964 2,964 (2,964) － 

計 23,640 3,230 26,871 (2,964) 23,906 

営 業 費 用 17,826 2,756 20,582 (2,917) 17,664 

営 業 利 益 5,814 474 6,289 (47) 6,241 

 

 

【海外売上高】 
前第３四半期連結累計期間（自平成 21 年４月１日 至平成 21 年 12 月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、記載は省略しております。 

 

【セグメント情報】 

当社及び連結子会社の事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びに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。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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