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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 946 2.8 123 72.4 97 ― 43 118.1
23年3月期第1四半期 920 1.7 71 29.0 △10 ― 19 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 69百万円 （101.0％） 23年3月期第1四半期 34百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1,684.21 ―
23年3月期第1四半期 772.07 ―

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

24年3月期第1四半期 5,256 3,639 69.2 142,319.12
23年3月期 5,193 3,634 70.0 142,103.90
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,639百万円 23年3月期  3,634百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2,500.00 2,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,940 6.8 250 35.9 250 614.3 140 129.5 5,474.52
通期 3,800 6.5 500 22.5 490 102.5 280 86.7 10,949.05



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、予想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）２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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 27,200 株 23年3月期 27,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,627 株 23年3月期 1,627 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 25,573 株 23年3月期1Q 25,573 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により大きく落ち込

み、電力供給の問題など懸念すべき問題も多く、先行きは見通せない状況が続いております。   

 当業界におきましては、医療・介護・予防が連携した「地域包括ケア」の推進や介護療養病床の廃止期限の延期な

どが盛り込まれた改正介護保険法が平成23年６月15日に成立し、平成24年度から施行される予定であります。 

 このような事業環境の中、当社グループは、前期に引き続き病院・介護施設等に対する大口物件の受注確保に注力

した営業活動や大手レンタル事業者による新製品採用に向けての拡販に努めました。 

 中国子会社では、中国沿岸部の大都市を中心とした営業活動を行い、販売代理店の確保に取り組みました。また、

生産面では、材料費の値上がりや人件費高騰の中、品質管理の強化や生産効率の向上に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、946百万円（前年同期比2.8％増）となりまし

た。営業利益につきましては、費用削減に努めた結果、123百万円（前年同期比72.4％増）、経常利益は97百万円

（前年同期は10百万円の経常損失）、四半期純利益につきましては、43百万円（前年同期比118.1％増）となりまし

た。 

 セグメントの業績は、日本では売上高942百万円（前年同期比3.0％増）、セグメント利益143百万円（前年同期比

205.9％増）、中国では売上高301百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント損失32百万円（前年同期はセグメント

利益44百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

   ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、5,256百万（前

期末比1.2％増）となりました。 これは、主に現金及び預金の増加によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ57百万円増加し、1,617百万円（前期末比3.7％増）となりました。これ

は、主に未払法人税等の増加によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、3,639百万円（前期末比0.2％増）となりました。こ

れは、主に為替換算調整勘定の増加によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.8ポイント減少し、69.2％となりました。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ85百万円増加し、1,215百万円（前年同期は1,111百万円）となりました。 

 当第１四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） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は198百万円（前年同期は6百万円の獲得）

となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が97百万円、仕入債務の増加が23百万円あったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は26百万円（前年同期は24百万円の使用）

となりました。これは、主に定期預金の純増額が14百万円、有形固定資産の取得による支出が10百万円あったこ

と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） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は88百万円（前年同期は95百万円の使用）

となりました。これは、主に配当金の支払額が61百万円、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が22百万

円あったこと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 

 平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、おおむね当初の予想通りに推移す

ると見込んでおり、平成23年４月25日に開示いたしました「平成23年３月期 決算短信」からの変更はありませ

ん。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,257,544 1,357,636

受取手形及び売掛金 701,645 702,936

有価証券 10,172 10,174

商品及び製品 365,099 391,546

仕掛品 137,982 120,447

原材料及び貯蔵品 355,611 376,217

繰延税金資産 34,634 45,130

その他 197,825 124,731

貸倒引当金 △1,091 △1,124

流動資産合計 3,059,423 3,127,697

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 755,308 753,248

機械装置及び運搬具（純額） 147,158 145,278

土地 1,028,166 1,028,166

その他（純額） 21,385 20,373

有形固定資産合計 1,952,018 1,947,066

無形固定資産 14,073 13,308

投資その他の資産   

投資有価証券 15,480 15,952

繰延税金資産 16,528 17,194

その他 139,257 138,321

貸倒引当金 △2,842 △2,842

投資その他の資産合計 168,422 168,625

固定資産合計 2,134,514 2,129,001

資産合計 5,193,938 5,256,698



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 169,944 183,200

短期借入金 819,500 810,000

1年内返済予定の長期借入金 39,415 33,792

リース債務 18,659 19,739

未払法人税等 33,821 73,310

賞与引当金 49,341 24,920

デリバティブ負債 83,276 99,696

その他 127,354 180,942

流動負債合計 1,341,313 1,425,601

固定負債   

長期借入金 35,060 27,980

リース債務 37,392 33,457

退職給付引当金 41,865 43,827

デリバティブ負債 85,497 69,954

負ののれん 18,419 16,116

その他 362 233

固定負債合計 218,597 191,569

負債合計 1,559,910 1,617,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 846,808 825,946

自己株式 △136,696 △136,696

株主資本合計 3,711,561 3,690,699

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,547 1,739

為替換算調整勘定 △79,086 △52,911

その他の包括利益累計額合計 △77,538 △51,172

少数株主持分 4 －

純資産合計 3,634,027 3,639,526

負債純資産合計 5,193,938 5,256,698



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 920,709 946,247

売上原価 480,055 510,240

売上総利益 440,653 436,007

販売費及び一般管理費 368,928 312,340

営業利益 71,724 123,667

営業外収益   

受取利息 42 86

受取配当金 106 171

受取家賃 976 1,020

負ののれん償却額 2,302 2,302

その他 2,731 4,686

営業外収益合計 6,157 8,267

営業外費用   

支払利息 4,065 3,072

為替差損 41,672 29,692

デリバティブ評価損 40,699 877

その他 1,620 359

営業外費用合計 88,057 34,001

経常利益又は経常損失（△） △10,175 97,932

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△10,175 97,932

法人税、住民税及び事業税 3,963 66,160

法人税等調整額 △33,878 △11,293

法人税等合計 △29,915 54,867

少数株主損益調整前四半期純利益 19,739 43,065

少数株主損失（△） △4 △4

四半期純利益 19,744 43,070



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 19,739 43,065

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △539 191

為替換算調整勘定 15,341 26,174

その他の包括利益合計 14,802 26,366

四半期包括利益 34,541 69,431

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,546 69,436

少数株主に係る四半期包括利益 △4 △4



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△10,175 97,932

減価償却費 21,401 20,437

のれん償却額 5,016 －

負ののれん償却額 △2,302 △2,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76 32

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,519 △24,421

退職給付引当金の増減額（△は減少） 952 1,961

受取利息及び受取配当金 △148 △258

支払利息 4,065 3,072

為替差損益（△は益） 4,070 976

デリバティブ評価損益（△は益） 40,699 877

売上債権の増減額（△は増加） △56,446 △790

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,962 △20,749

仕入債務の増減額（△は減少） 48,319 23,020

長期未払金の増減額（△は減少） △56,548 △129

その他 1,521 126,908

小計 17,059 226,569

利息及び配当金の受取額 148 258

利息の支払額 △4,061 △3,073

法人税等の支払額 △6,192 △25,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,954 198,650

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 △7,785 △40,612

定期預金の払戻による収入 － 25,710

有形固定資産の取得による支出 △16,751 △10,441

無形固定資産の取得による支出 － △529

投資有価証券の取得による支出 △149 △149

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,686 △26,022

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） △9,500 △9,500

長期借入金の返済による支出 △21,038 △12,703

リース債務の返済による支出 △4,428 △4,575

配当金の支払額 △60,763 △61,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,731 △88,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,418 735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,881 85,191

現金及び現金同等物の期首残高 1,228,238 1,130,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,111,356 1,215,761



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益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） 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

  

２．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） 

   

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 914,796 5,912 920,709 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 305,421 305,421 

計 914,796 311,334 1,226,130 

セグメント利益 46,872 44,882 91,755 

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 91,755 

セグメント間取引消去 △1,337 

のれんの償却額 △5,016 

棚卸資産の調整額 △13,677 

四半期連結損益計算書の営業利益 71,724 

  （単位：千円）

  日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 942,220 4,027 946,247 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 297,799 297,799 

計 942,220 301,826 1,244,047 

セグメント利益又はセグメント損失 143,394 △32,729 110,665 

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 110,665 

セグメント間取引消去 △1,191 

棚卸資産の調整額 14,194 

四半期連結損益計算書の営業利益 123,667 

（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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