
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 メディキット株式会社 上場取引所 大 

コード番号 7749 URL http://www.medikit.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 栗田 宣文

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理部門担当 （氏名） 石田 健 TEL 03-3839-8870
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 10,524 5.4 2,750 14.9 2,816 13.9 1,454 13.4
22年3月期第3四半期 9,988 5.4 2,394 14.2 2,472 12.6 1,282 8.4

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 1,554.19 ―

22年3月期第3四半期 1,370.66 ―

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 33,230 28,695 86.4 30,664.03
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3四半期  28,695百万円 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  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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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3Q 944,000株 22年3月期  944,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q 935,788株 22年3月期3Q  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３四半期（９か月）におけるわが国経済は、新興国経済の回復を背景に輸出の持ち直し傾向、設備投資の下

   げ止まりといった様相が見られましたが、ヨーロッパの金融・財政不安に起因する為替の円高傾向が続き、デフレ

   の進行や雇用情勢の悪化も依然として懸念されるなど、景気の先行きが不透明な中で推移いたしました。 

 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３四半期連結累計期間の連結売上高は10,524百万円(前年同四半期比5.4％増）、

連結営業利益は2,750百万円（同14.9％増）、連結経常利益は2,816百万円（同13.9％増）、連結四半期純利益は

1,454百万円（同13.4％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、4,142百万円（前年同四半

期比1.6％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、2,663百万円（同

25.8％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、3,689百万円（同1.7％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、870百万円増加し33,230百万円となりました。 

 流動資産は同1,067百万円増の24,301百万円、固定資産は同196百万円減の8,929百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が853百万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、945百万円増加し28,695百万円となりました。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986百万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86.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、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146百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には7,527百

万円となりました。  

  

 当第３四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1,698百万円（前年同四半期比8.0％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2,777百万円と、法人税等の支払額1,390百万円等であります。 

（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1,376百万円（前年同四半期比50.3％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0.0％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、平成22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 

・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。  

  

（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11百万円減少してお

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 18,527,018 17,673,592

受取手形及び売掛金 3,634,253 3,158,118

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 483,503 685,755

仕掛品 688,499 653,296

原材料及び貯蔵品 220,724 240,881

繰延税金資産 122,185 224,369

その他 125,518 97,988

貸倒引当金 △369 △323

流動資産合計 24,301,334 23,233,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,965,893 3,079,192

機械装置及び運搬具（純額） 846,463 943,540

工具、器具及び備品（純額） 1,096,282 1,081,958

土地 2,551,938 2,574,253

建設仮勘定 82,210 66,715

有形固定資産合計 7,542,788 7,745,660

無形固定資産 76,857 112,013

投資その他の資産   

投資有価証券 329,642 362,890

保険積立金 107,083 105,181

繰延税金資産 727,893 710,960

その他 145,250 89,843

貸倒引当金 △2 △84

投資その他の資産合計 1,309,867 1,268,790

固定資産合計 8,929,513 9,126,464

資産合計 33,230,848 32,360,144
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（単位：千円）

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 1,437,699 1,200,438

未払法人税等 526,103 718,026

賞与引当金 138,566 268,716

その他 503,108 452,557

流動負債合計 2,605,477 2,639,739

固定負債   

退職給付引当金 316,217 380,189

役員退職慰労引当金 1,012,241 981,900

その他 601,882 609,028

固定負債合計 1,930,341 1,971,117

負債合計 4,535,818 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 17,294,245 16,307,744

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 28,723,647 27,737,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,624 3,029

為替換算調整勘定 1,006 9,111

評価・換算差額等合計 △28,617 12,140

純資産合計 28,695,029 27,749,287

負債純資産合計 33,230,848 32,360,144
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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：千円）

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 9,988,502 10,524,681

売上原価 5,377,369 5,497,730

売上総利益 4,611,132 5,026,950

販売費及び一般管理費 2,216,803 2,276,632

営業利益 2,394,328 2,750,317

営業外収益   

受取利息 43,555 23,091

受取配当金 7,935 7,950

受取地代家賃 20,873 22,552

その他 21,616 29,730

営業外収益合計 93,981 83,325

営業外費用   

支払利息 10,858 6,786

為替差損 3,292 8,621

その他 1,276 1,650

営業外費用合計 15,426 17,058

経常利益 2,472,882 2,816,584

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 36

助成金収入 60,139 －

特別利益合計 60,139 36

特別損失   

投資有価証券評価損 124,654 1,600

固定資産除却損 14,730 3,400

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 1,675 913

特別損失合計 178,055 38,630

税金等調整前四半期純利益 2,354,966 2,777,989

法人税、住民税及び事業税 1,056,873 1,214,969

法人税等調整額 15,449 108,625

法人税等合計 1,072,323 1,323,594

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,454,394

四半期純利益 1,282,643 1,454,394
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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 2,354,966 2,777,989

減価償却費 519,598 478,461

投資有価証券評価損益（△は益） 124,654 1,600

固定資産除売却損益（△は益） 14,730 3,400

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） 29,690 △63,877

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,196 30,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △134,163 △130,150

受取利息及び受取配当金 △51,491 △31,042

支払利息 10,858 6,786

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） △448,798 △478,539

たな卸資産の増減額（△は増加） 137,099 186,748

仕入債務の増減額（△は減少） 111,105 185,414

その他 39,740 59,086

小計 2,679,685 3,058,900

利息及び配当金の受取額 62,191 39,717

利息の支払額 △14,232 △10,343

法人税等の支払額 △1,155,389 △1,390,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,572,254 1,698,260

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 △17,000,000 △19,000,000

定期預金の払戻による収入 14,500,000 18,000,000

有形固定資産の取得による支出 △333,877 △276,161

無形固定資産の取得による支出 △1,338 △3,988

投資有価証券の取得による支出 － △22,000

長期貸付金の回収による収入 4,500 5,043

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 △1,681 △7,935

差入保証金の回収による収入 3,528 3,676

助成金による収入 60,139 －

その他 △34 △73,117

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,770,655 △1,376,376

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △468,057 △467,844

財務活動によるキャッシュ・フロー △468,057 △467,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △240 △613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,666,698 △146,573

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 6,655,538 7,527,018
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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） 

 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） 

 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３四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３四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）  

 前年同四半期比（％） 

 人工透析類     （千円）       3,749,960         93.3 

 静脈留置針（麻酔）類（千円）       2,593,413       118.4 

 アンギオ類     （千円）       3,413,904        98.5 

     合計   （千円）       9,757,278        100.9 

品目別 

 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）  

 前年同四半期比（％） 

 人工透析類     （千円）       4,142,089        98.4 

 静脈留置針（麻酔）類（千円）       2,663,468       125.8 

 アンギオ類     （千円）       3,689,739       101.7 

 その他       （千円）        29,383        91.0 

     合計   （千円）       10,524,681       105.4 
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