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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）

 (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 34,015 1.9 1,456 △21.1 1,550 △17.0 977 △34.2

22年３月期第３四半期 33,370 △0.9 1,846 15.6 1,867 24.3 1,486 44.8

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３四半期 22 .65 ─

22年３月期第３四半期 34 .38 ─

 (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３四半期 44,415 24,207 54.4 559 .97

22年３月期 43,675 24,339 55.6 562 .90

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 24,169百万円 22年３月期 24,303百万円

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 ─ 3 .00 ─ 4 .00 7 .00

23年３月期 ─ 3 .50 ─

23年３月期(予想) 3 .50 7 .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)

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 45,000 △0.3 1,550 △34.8 1,750 △28.1 1,000 △33.6 23 .17



  

 

 
（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、四半期連結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。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「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３Ｑ 43,844,932株 22年３月期 43,844,932株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 682,682株 22年３月期 669,609株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 43,165,917株 22年３月期３Ｑ 43,232,050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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当社グループを取り巻く環境は、国内において、少子高齢化の進展、国家財政及び医療保険財政の深

刻化という状況の中、医療制度改革が継続され、「診療報酬改定の基本方針」に示された基本的な医療

政策の方向性が継承されており、医療施設をはじめ医療業界全般において経営の効率化が一層求められ

ております。 

 このような環境において、当社グループでは「医療の安全」「医療の効率化」「再生医療」の３つを

キーワードとして、製品の開発・生産・販売を進めております。なお、当社グループにおいては、販売

品目を４つのシステム群に分類しており、輸液輸血群及び一般用品群では、医療の安全に貢献する輸液

及び経腸栄養関連製品を、透析群では血液透析及び腹膜透析の両分野の製品を、循環器群では、膜型人

工肺、人工心肺用血液回路等の自社開発製品を中心に事業を展開し、収益の拡大に努めております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ6億45百万円増加の340億15

百万円（前年同四半期比1.9％増）となりました。 

 利益につきましては、販売費の効率的な運用に努めたものの、急激な為替変動による影響に加え、原

材料費や労務費の増加により、営業利益は14億56百万円（前年同四半期比21.1％減）となりました。ま

た、業績が改善した関連会社の持分法による投資利益等により経常利益は15億50百万円（前年同四半期

比17.0％減）となり、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響や投資有価証券の評価損等により、四半

期純利益は9億77百万円（前年同四半期比34.2％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、セグメント間の内部取引を含めて次のとおりであります。 

マスク等の不織布製品や検診用手袋のほか、ペースメーカー等の販売が減少したものの、血液透析

用コンソールや人工心肺装置の販売が増加したほか、「プラネクタ」を備えた輸液セットや延長チュ

ーブ及び薬剤充填済み注射器「ヘパフィルド」の販売が大幅に増加し、売上高は283億20百万円とな

りました。また、セグメント利益については8億21百万円となりました。 

取引先の在庫調整や為替の影響により成分献血用回路の販売が減少したものの、北米向けの誤穿刺

防止機構付き翼状針やＡＶＦ針の販売が堅調に推移したほか、血液バッグや装置類の販売が増加した

ため、売上高は73億23百万円となりました。また、セグメント利益については1億53百万円となりま

した。 

ＡＶＦ針の販売が順調に推移し、また、日本向けの輸液セットの販売が伸長したほか、中国国内に

おいて人工腎臓の販売が増加したため、売上高は18億44百万円となりました。また、セグメント利益

については1億78百万円となりました。  

ＡＶＦ針や透析用チェアの販売が順調に推移したほか、東欧向けの血液バッグの販売が増加し、売

上高は21億13百万円となりました。また、セグメント利益については1億88百万円となりました。 

北米において、ＡＶＦ針や誤穿刺防止機構付き翼状針の販売が増加したほか、輸液ポンプ等の販売

が堅調であり、また、韓国において、ＡＶＦ針の販売が順調に推移したほか、日本向け吸引カテーテ

ルの販売が増加したため、売上高は22億97百万円となりました。また、セグメント利益については3

億3百万円となりました。 

  

  

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

① 日本

② シンガポール

③ 中国

④ ドイツ

⑤ その他
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当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億39百万円増加の

444億15百万円となりました。資産、負債及び純資産の内容は次のとおりであります。 

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ15億11百万円増加の281億68百万円となりました。こ

の主な要因は、増収に伴う売上債権の増加であります。 

 また、固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億72百万円減少の162億46百万円となりまし

た。この主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ85百万円増加の159億96百万円となりました。この主

な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加であります。 

 また、固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7億84百万円増加の42億10百万円となりまし

た。この主な要因は、長期借入金の増加であります。 

純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1億31百万円減少の242億7百万円となりました。この主

な要因は、為替換算調整勘定の変動であります。 

 なお、自己資本比率は54.4％となり、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ2円93銭減

少の559円97銭となりました。 

  

当第３四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、前年同

四半期末に比べ9億26百万円増加の47億96百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のと

おりであります。 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期と比べ11億30百万円減少の15億1百万円となりまし

た。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益によるものであります。 

投資活動により支出した資金は、前年同四半期と比べ4億56百万円減少の17億60百万円となりまし

た。この主な内容は、有形固定資産の取得によるものであります。 

財務活動により得られた資金は、前年同四半期と比べ1億円増加の7億45百万円となりました。この

主な内容は、短期借入金及び長期借入金の収支差額によるものであります。 

  

平成23年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績が貢献す

るものの、為替・金融等経済情勢の変動状況等を踏まえ、平成22年11月4日に公表しております連結業

績予想について、修正いたします。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債、純資産の状況の分析

（資産）

（負債）

（純資産）

② キャッシュ・フローの状況の分析

(営業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）

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

(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。 

  

（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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。 

該当事項はありません。 

  

（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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ10百万円、税金等調整

前四半期純利益は157百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務

の変動額は198百万円であります。 

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 簡便な会計処理

② 特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計基準等の改正に伴う変更

② ①以外の変更
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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 5,022 4,550

受取手形及び売掛金 13,813 13,003

有価証券 － 57

商品及び製品 4,274 4,373

仕掛品 1,911 1,638

原材料及び貯蔵品 2,473 2,442

その他 684 604

貸倒引当金 △11 △13

流動資産合計 28,168 26,657

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,084 4,299

その他（純額） 8,688 9,142

有形固定資産合計 12,773 13,442

無形固定資産 640 673

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,840 2,910

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 2,832 2,903

固定資産合計 16,246 17,018

資産合計 44,415 43,675
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,016 6,935

短期借入金 3,793 3,583

1年内返済予定の長期借入金 1,727 1,498

未払法人税等 234 345

製品保証引当金 7 8

賞与引当金 400 774

その他 2,818 2,764

流動負債合計 15,996 15,910

固定負債   

長期借入金 2,987 2,409

退職給付引当金 199 210

役員退職慰労引当金 16 19

資産除去債務 184 －

その他 822 786

固定負債合計 4,210 3,426

負債合計 20,207 19,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,522 6,522

資本剰余金 9,473 9,473

利益剰余金 10,844 10,190

自己株式 △268 △264

株主資本合計 26,572 25,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38 37

為替換算調整勘定 △2,364 △1,657

評価・換算差額等合計 △2,402 △1,619

少数株主持分 38 35

純資産合計 24,207 24,339

負債純資産合計 44,415 43,675
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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 33,370 34,015

売上原価 23,213 24,047

売上総利益 10,157 9,967

販売費及び一般管理費 8,310 8,511

営業利益 1,846 1,456

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 17 20

持分法による投資利益 128 177

受取補償金 147 －

その他 84 78

営業外収益合計 385 284

営業外費用   

支払利息 91 78

為替差損 217 47

支払手数料 － 48

その他 54 16

営業外費用合計 364 190

経常利益 1,867 1,550

特別利益   

固定資産売却益 6 2

投資有価証券売却益 － 4

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 6 6

特別損失   

固定資産売却損 17 24

固定資産廃棄損 38 34

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 63

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146

特別損失合計 55 269

税金等調整前四半期純利益 1,819 1,288

法人税、住民税及び事業税 327 294

法人税等還付税額 △30 △43

法人税等調整額 26 51

法人税等合計 322 302

少数株主損益調整前四半期純利益 － 985

少数株主利益 9 7

四半期純利益 1,486 977
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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 1,819 1,288

減価償却費 1,779 1,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △134 －

受取利息及び受取配当金 △24 △28

支払利息 91 78

手形売却損 0 0

為替差損益（△は益） 13 51

持分法による投資損益（△は益） △128 △177

固定資産売却損益（△は益） 10 22

固定資産廃棄損 38 34

投資有価証券売却損益（△は益） － △4

投資有価証券評価損益（△は益） － 63

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146

売上債権の増減額（△は増加） △453 △1,010

たな卸資産の増減額（△は増加） 301 △379

仕入債務の増減額（△は減少） △442 127

未払消費税等の増減額（△は減少） 67 △41

その他の流動資産の増減額（△は増加） 328 △107

その他の流動負債の増減額（△は減少） △197 △139

その他 △20 105

小計 3,045 1,937

利息及び配当金の受取額 24 27

利息の支払額 △83 △71

法人税等の支払額 △385 △435

法人税等の還付額 30 43

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,631 1,501
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（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) 

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 △0 △162

定期預金の払戻による収入 0 0

有価証券の償還による収入 － 5

有形固定資産の取得による支出 △1,974 △1,480

有形固定資産の売却による収入 8 6

無形固定資産の取得による支出 △158 △157

投資有価証券の取得による支出 △93 △1

投資有価証券の売却による収入 － 6

貸付金の回収による収入 12 12

その他 △12 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,216 △1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 11,700 13,400

短期借入金の返済による支出 △11,227 △13,174

長期借入れによる収入 1,250 1,650

長期借入金の返済による支出 △816 △825

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △2 △4

配当金の支払額 △259 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー 644 745

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,119 261

現金及び現金同等物の期首残高 2,750 4,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,870 4,796
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 該当事項はありません。 

  

（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。 
  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは、主に医療機器・医薬品を生産・販売しており、国内においては当社が、海外において

は、シンガポール、中国、ドイツ等の各地域をジェイ・エム・エス・シンガポールＰＴＥ.ＬＴＤ．（シ

ンガポール）、大連ジェイ・エム・エス医療器具有限公司（中国）、バイオニック・メディツィンテクニ

ックＧｍｂＨ（ドイツ）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立

した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「シンガポール」、「中国」及び「ドイツ」の４つを報告セグメントとしております。 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

 
(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内子会社及び、韓国、アメリ

カ、インドネシアの現地法人の事業活動を含んでおります。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

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) 

 
  

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

報告セグメント
その他 
(注) 
  

(百万円)

合計
  
 

(百万円)

日本 
  

(百万円）

シンガ
ポール 
(百万円)

中国
  

(百万円)

ドイツ
  

(百万円)

計
  

(百万円)

売上高

  外部顧客への売上高 25,050 3,995 559 2,112 31,718 2,297 34,015

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,269 3,328 1,284 0 7,883 ─ 7,883

計 28,320 7,323 1,844 2,113 39,601 2,297 41,898

セグメント利益又は損失 (△) 821 153 178 188 1,342 303 1,645

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 1,342

「その他」の区分の利益 303

セグメント間取引消去 △317

持分法投資利益 177

その他の調整額 44

四半期連結損益計算書の経常利益 1,550

(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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