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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 4,240 △12.2 △268 ― △290 ― △296 ―

23年3月期第1四半期 4,830 △11.3 △184 ― △178 ― △190 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △296百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △199百万円 （―％）

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 △52.30 ―

23年3月期第1四半期 △33.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 15,424 6,817 44.2
23年3月期 17,836 7,170 40.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,817百万円 23年3月期  7,170百万円

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  

平成24年３月期の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― ― ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 10,300 2.0 △160 ― △190 ― △200 ― △35.21

通期 23,300 8.8 160 123.0 130 33.6 85 242.1 14.98



(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

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 6,453,689 株 23年3月期 6,453,689 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 788,337 株 23年3月期 788,317 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,665,359 株 23年3月期1Q 5,679,451 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当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く環境は、社会保障制度充実

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広がっている中、昨年４月の診療報酬改定で

の10年ぶりのプラス改定を受けて一部の医療機関では経営改善の兆しが見え始めております。また、昨年６月に閣

議決定された新成長戦略では医療・介護・健康関連産業を今後の成長牽引産業にしようという「ライフ・イノベー

ションによる健康大国戦略」が打ち出され、まさに医療業界が成長産業として大きくクローズアップされ始めまし

た。 

 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。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、引き続きフィルムレス化の進展により医療用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病院グループの案件が集中

したこともあり、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、前年同期に高額機器案件の実績があ

ったこと等により売上高は減少いたしました。調剤分野では全自動散薬分割分包機Ｅ－ＦＡＳの伸長等により売上

高は増加いたしました。ヘルスケア分野では超音波骨密度装置ＣＭ－２００は順調に推移しましたが、血圧計のＯ

ＥＭ供給の減少等により売上高は減少いたしました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は42億40百万円（前年同期比５億89百万円減）となりました。売

上高の減少に対し、販売費及び一般管理費を削減すべく様々な経費抑制策を実施いたしましたが、結果として微増

したため、営業損失は２億68百万円（前年同期比84百万円増）となりました。経常損失は２億90百万円（前年同期

比１億12百万円増）、四半期純損失は２億96百万円（前年同期比１億５百万円増）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は154億24百万円（前連結会計期間末は178億36百万円）となり、24

億11百万円減少しました。これは商品及び製品が１億42百万円増加したことや、前期末にすでに販売代金を回収し

ております「平成22年東京都感染症診察医療機関施設・設備整備補助事業」に関連する仕入代金の支払い等により

現金及び預金が11億57百万円、受取手形及び売掛金が12億53百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は86億７百万円（前連結会計期間末は106億66百万円）となり、20億

58百万円減少しました。これは支払手形及び買掛金が19億49百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は68億17百万円（前連結会計期間末は71億70百万円）とな

り、３億53百万円減少しました。これは利益剰余金が３億52百万円減少したことなどによるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想に変更はございません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

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 3,987,896 2,830,358

受取手形及び売掛金 5,779,965 4,526,704

商品及び製品 1,571,807 1,714,368

仕掛品 28,397 27,259

原材料及び貯蔵品 205,453 216,398

繰延税金資産 63,742 64,746

その他 212,688 191,030

貸倒引当金 △8,560 △6,708

流動資産合計 11,841,391 9,564,157

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,740,242 2,740,242

その他（純額） 1,182,860 1,163,723

有形固定資産合計 3,923,102 3,903,966

無形固定資産   

のれん 4,806 4,276

その他 382,225 356,383

無形固定資産合計 387,031 360,660

投資その他の資産 1,684,932 1,595,828

固定資産合計 5,995,067 5,860,454

資産合計 17,836,458 15,424,612

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,416,900 3,467,565

1年内返済予定の長期借入金 405,996 354,396

1年内償還予定の社債 96,000 96,000

未払法人税等 25,703 8,253

賞与引当金 14,098 76,730

資産除去債務 － 3,005

その他 512,840 496,723

流動負債合計 6,471,538 4,502,673

固定負債   

社債 1,108,000 1,108,000

長期借入金 512,278 460,079

繰延税金負債 1,349,042 1,348,485

退職給付引当金 528,400 539,533

役員退職慰労引当金 63,630 47,287

資産除去債務 18,321 15,365

その他 614,961 585,916

固定負債合計 4,194,634 4,104,667

負債合計 10,666,173 8,607,341
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（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) 

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 5,003,077 4,650,124

自己株式 △415,559 △415,573

株主資本合計 8,825,236 8,472,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15,793 △15,841

土地再評価差額金 △1,639,158 △1,639,158

その他の包括利益累計額合計 △1,654,951 △1,654,999

純資産合計 7,170,285 6,817,270

負債純資産合計 17,836,458 15,424,612
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 4,830,686 4,240,821

売上原価 3,819,352 3,309,022

売上総利益 1,011,333 931,798

販売費及び一般管理費 1,195,658 1,200,185

営業損失（△） △184,325 △268,386

営業外収益   

受取利息 2,067 1,744

受取配当金 1,257 3,083

受取賃貸料 14,806 14,077

受取補償金 － 8,000

その他 9,274 3,402

営業外収益合計 27,405 30,308

営業外費用   

支払利息 12,020 11,601

支払手数料 1,000 25,999

賃貸費用 5,462 5,775

その他 3,100 9,319

営業外費用合計 21,584 52,695

経常損失（△） △178,504 △290,773

特別利益   

固定資産売却益 － 227

貸倒引当金戻入額 2,430 －

特別利益合計 2,430 227

特別損失   

固定資産除却損 － 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,456 －

災害による損失 － 2,429

特別損失合計 10,456 2,439

税金等調整前四半期純損失（△） △186,530 △292,984

法人税、住民税及び事業税 7,453 7,002

法人税等調整額 △3,483 △3,688

法人税等合計 3,970 3,314

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △190,500 △296,299

四半期純損失（△） △190,500 △296,299

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △190,500 △296,299

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,096 △48

その他の包括利益合計 △9,096 △48

四半期包括利益 △199,597 △296,348

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △199,597 △296,348
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  該当事項はありません。 

  

 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。  

  

 該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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