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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 3,437 2.0 923 15.7 943 13.6 392 0.9
23年3月期第1四半期 3,370 5.1 798 3.3 830 3.2 388 △3.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 443百万円 （19.5％） 23年3月期第1四半期 371百万円 （―％）

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 419.14 ―

23年3月期第1四半期 415.48 ―

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 34,117 29,294 85.9
23年3月期 34,084 29,319 86.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  29,294百万円 23年3月期  29,319百万円

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 ― 500.00 500.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 550.00 550.00

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) 7,281 5.9 1,804 4.6 1,830 3.1 899 1.6 960.98
通期 14,704 6.7 3,686 3.9 3,738 2.9 2,174 3.0 2,323.84



(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、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）２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

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 944,000 株 23年3月期 944,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 8,212 株 23年3月期 8,212 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 935,788 株 23年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による直接的被害に加えて、電力使用制限等の

  要因により、経済活動に大きな混乱が生じ、景気の先行き不透明感が高まる状況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、昨年、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におきまして、特に、当社の製造面におきましては、震災の影響により、原材料等の供給

  が不安定にもなりましたが、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は3,437百万円（前年同四半期比2.0％増）、

  連結営業利益は923百万円（同15.7％増）、連結経常利益は943百万円（同13.6％増）、連結四半期純利益は392百 

  万円（同0.9％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、国内外での販売数量増加により、1,378百万円（前年同四半期比2.3％増）となりま

    した。静脈留置針類におきましては、当社の開発した止血弁付安全静脈留置針の販売数量増加により、823百万円 

  （同3.6％増）となりました。アンギオ類におきましては、1,226百万円（同0.7％増）となりました。  

 なお、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、セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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、32百万円増加し34,117百万円となりました。 

 流動資産は同74百万円減の25,003百万円、固定資産は同106百万円増の9,113百万円となりました。 

 流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が302百万円減少したこと等によるものです。 

 固定資産増加の主な要因は、有形固定資産が113百万円増加したこと等によるものです。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、57百万円増加し4,822百万円となりました。 

 流動負債は同71百万円増の2,900百万円、固定負債は同14百万円減の1,921百万円となりました。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、24百万円減少し29,294百万円となりました。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75百万円減少したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は85.9％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。電力の供給不足等といった予想困難な状況

   が続くものと予想されますが、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、上市する事により、商品の差別化を推進していく予定であります。また、海外への販売にも注力して参りま 

   す。 

    通期の業績予想につきましては、連結売上高14,704百万円（前年同期比6.7％増）、連結営業利益3,686百万円 

   （同3.9％増）、連結経常利益3,738百万円（同2.9％増）、連結当期純利益2,174百万円（同3.0％増）を計画して 

   おります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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）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。 

  

  

     該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

メディキット㈱（7749）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

-3-



４．四半期連結財務諸表 
（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 19,333,041 19,031,030

受取手形及び売掛金 3,463,473 3,430,752

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 577,092 650,478

仕掛品 668,041 743,028

原材料及び貯蔵品 208,406 217,055

繰延税金資産 231,166 271,635

その他 96,633 159,781

貸倒引当金 △352 △349

流動資産合計 25,077,503 25,003,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,922,528 2,882,978

機械装置及び運搬具（純額） 771,368 754,684

工具、器具及び備品（純額） 1,087,429 1,089,226

土地 2,551,938 2,550,671

建設仮勘定 312,551 481,348

有形固定資産合計 7,645,816 7,758,910

無形固定資産 65,328 53,494

投資その他の資産   

投資有価証券 310,773 321,660

保険積立金 107,292 107,292

繰延税金資産 736,862 734,093

その他 141,149 138,296

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 1,296,076 1,301,340

固定資産合計 9,007,221 9,113,744

資産合計 34,084,724 34,117,159
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,344,605 1,469,200

未払法人税等 800,477 438,933

賞与引当金 280,335 146,301

その他 403,359 845,906

流動負債合計 2,828,776 2,900,342

固定負債   

退職給付引当金 294,779 276,768

役員退職慰労引当金 1,036,182 1,038,774

その他 605,382 606,338

固定負債合計 1,936,344 1,921,880

負債合計 4,765,121 4,822,222

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 17,950,656 17,874,989

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 29,380,058 29,304,391

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,663 △7,793

為替換算調整勘定 △19,791 △1,661

その他の包括利益累計額合計 △60,454 △9,455

純資産合計 29,319,603 29,294,936

負債純資産合計 34,084,724 34,117,159
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（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 3,370,156 3,437,370

売上原価 1,807,650 1,745,041

売上総利益 1,562,505 1,692,328

販売費及び一般管理費 764,425 768,866

営業利益 798,080 923,461

営業外収益   

受取利息 9,115 4,138

受取配当金 3,939 4,134

受取地代家賃 7,609 7,547

その他 14,104 7,499

営業外収益合計 34,769 23,319

営業外費用   

支払利息 2,260 2,255

減価償却費 － 787

その他 334 285

営業外費用合計 2,595 3,328

経常利益 830,254 943,452

特別利益   

貸倒引当金戻入額 76 －

特別利益合計 76 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,600 66,795

固定資産除却損 1,786 474

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,402 －

その他 － 1,642

特別損失合計 13,789 68,911

税金等調整前四半期純利益 816,541 874,540

法人税、住民税及び事業税 464,855 543,528

法人税等調整額 △37,115 △61,215

法人税等合計 427,739 482,313

少数株主損益調整前四半期純利益 388,801 392,227

四半期純利益 388,801 392,227
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（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 388,801 392,227

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,715 32,869

為替換算調整勘定 △54 18,130

その他の包括利益合計 △17,769 50,999

四半期包括利益 371,032 443,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 371,032 443,227

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

  

  

 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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