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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 1,767 △2.7 181 △1.1 118 230.5 52 △14.5
23年3月期第2四半期 1,816 2.4 184 28.1 35 ― 61 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 64百万円 （18.4％） 23年3月期第2四半期 54百万円 （―％）

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2四半期 2,046.57 ―
23年3月期第2四半期 2,394.39 ―

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2四半期 5,176 3,635 70.2 142,142.21
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2四半期  3,635百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 27,200 株 23年3月期 27,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 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2Q 25,573 株 23年3月期2Q 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２四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日の東日本大震災以降停滞していた生産活動等

は回復傾向が見られるものの、米国経済の回復の遅れや欧州における金融不安等による円高の進行などにより、雇

用、所得環境が依然好転せず、景気の先行きは引き続き不透明な状況となっております。  

 当社の関連する業界におきましては、厚生労働省「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」において

適切なアセスメントを推進する観点から議論が重ねられてきましたが、平成24年度より福祉用具専門相談員による

「個別援助計画作成」が導入されることとなりました。  

 このような事業環境の中、当社グループは、腰の部分を張り出して支えるシートを採用し搭乗者の腰の負担と疲労

を少なくさせた車いす「KMシリーズ」を発売し、大手レンタル事業者による新規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２四半期連結累計期間の売上高につきましては、1,767百万円（前年同期比2.7％減）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、181百万円（前年同期比1.1％減）、経常利益は為替差損62百

万円を計上したことにより118百万円（前年同期比230.5％増）、四半期純利益につきましては、52百万円（前年同期

比14.5％減）となりました。 

 セグメントの業績は、日本では売上高1,761百万円（前年同期比2.4％減）、セグメント利益215百万円（前年同期

比59.2％増）、中国では売上高580百万円（前年同期比7.4％減）、セグメント損失26百万円（前年同期はセグメント

利益95百万円）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２四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17百万円減少し、5,176百万円

（前期末比0.3％減）となりました。これは、主に現金及び預金の増加と売掛金の減少によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、1,541百万円（前期末比1.2％減）となりました。これ

は、主に短期及び長期借入金の減少によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ０百万円増加し、3,635百万円（前期末比0.0％増）となりました。こ

れは、主に利益剰余金の減少と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0.2ポイント増加し、70.2％となりました。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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151百万円増加し、1,282百万円（前年同期は1,081百万円）となりました。 

 当第２四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２四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300百万円（前年同期は33百万円の獲

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118百万円、売上債権の減少が101百万円あったこ

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２四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30百万円（前年同期は47百万円の使用）

となりました。これは、主に定期預金の純増額が12百万円、有形固定資産の取得による支出が17百万円あったこ

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２四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115百万円（前年同期は124百万円の使

用）となりました。これは、主に配当金の支払額が63百万円、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が43

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,257,544 1,422,140

受取手形及び売掛金 701,645 599,937

有価証券 10,172 10,176

商品及び製品 365,099 390,787

仕掛品 137,982 116,719

原材料及び貯蔵品 355,611 354,483

繰延税金資産 34,634 34,580

その他 197,825 137,977

貸倒引当金 △1,091 △938

流動資産合計 3,059,423 3,065,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 755,308 740,308

機械装置及び運搬具（純額） 147,158 138,713

土地 1,028,166 1,028,166

その他（純額） 21,385 23,118

有形固定資産合計 1,952,018 1,930,307

無形固定資産 14,073 13,001

投資その他の資産   

投資有価証券 15,480 15,729

繰延税金資産 16,528 18,163

その他 139,257 136,412

貸倒引当金 △2,842 △2,842

投資その他の資産合計 168,422 167,463

固定資産合計 2,134,514 2,110,772

資産合計 5,193,938 5,176,635



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 169,944 154,566

短期借入金 819,500 800,500

1年内返済予定の長期借入金 39,415 29,304

リース債務 18,659 19,904

未払法人税等 33,821 73,242

賞与引当金 49,341 49,700

デリバティブ負債 83,276 129,566

その他 127,354 120,892

流動負債合計 1,341,313 1,377,676

固定負債   

長期借入金 35,060 20,900

リース債務 37,392 27,738

退職給付引当金 41,865 45,789

デリバティブ負債 85,497 55,480

負ののれん 18,419 13,814

その他 362 233

固定負債合計 218,597 163,956

負債合計 1,559,910 1,541,632

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 846,808 835,212

自己株式 △136,696 △136,696

株主資本合計 3,711,561 3,699,965

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 1,487

為替換算調整勘定 △79,086 △66,450

その他の包括利益累計額合計 △77,538 △64,963

少数株主持分 4 －

純資産合計 3,634,027 3,635,002

負債純資産合計 5,193,938 5,176,635



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,816,734 1,767,264

売上原価 926,593 955,411

売上総利益 890,140 811,853

販売費及び一般管理費 ※  706,105 ※  629,931

営業利益 184,035 181,921

営業外収益   

受取利息 269 230

受取配当金 133 226

受取家賃 2,092 2,100

負ののれん償却額 4,604 4,604

債務勘定整理益 － 5,709

その他 4,934 8,564

営業外収益合計 12,033 21,435

営業外費用   

支払利息 7,995 5,873

為替差損 84,737 62,317

デリバティブ評価損 65,154 16,272

その他 2,377 550

営業外費用合計 160,265 85,013

経常利益 35,803 118,343

特別利益   

貸倒引当金戻入額 54 －

特別利益合計 54 －

税金等調整前四半期純利益 35,858 118,343

法人税、住民税及び事業税 8,283 67,551

法人税等調整額 △33,753 △1,540

法人税等合計 △25,469 66,011

少数株主損益調整前四半期純利益 61,327 52,332

少数株主利益又は少数株主損失（△） 96 △4

四半期純利益 61,231 52,336



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 61,327 52,332

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △294 △60

為替換算調整勘定 △6,202 12,635

その他の包括利益合計 △6,497 12,575

四半期包括利益 54,830 64,907

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 54,734 64,912

少数株主に係る四半期包括利益 96 △4



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 35,858 118,343

減価償却費 43,250 42,280

のれん償却額 10,033 125

負ののれん償却額 △4,604 △4,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 △152

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,791 359

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,553 3,923

受取利息及び受取配当金 △402 △456

支払利息 7,995 5,873

為替差損益（△は益） 6,424 2,359

デリバティブ評価損益（△は益） 65,154 16,272

売上債権の増減額（△は増加） 37,445 101,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,531 973

仕入債務の増減額（△は減少） 20,068 △221

長期未払金の増減額（△は減少） △56,548 △129

その他 △82,812 47,379

小計 48,611 334,227

利息及び配当金の受取額 402 456

利息の支払額 △7,931 △5,699

法人税等の支払額 △7,551 △28,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,530 300,418

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 △26,181 △59,214

定期預金の払戻による収入 － 46,466

有形固定資産の取得による支出 △19,743 △17,104

無形固定資産の取得による支出 △1,712 △529

投資有価証券の取得による支出 △325 △350

関係会社株式の取得による支出 － △125

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,962 △30,857

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） △19,000 △19,000

長期借入金の返済による支出 △31,894 △24,271

リース債務の返済による支出 △9,010 △9,266

配当金の支払額 △64,366 △63,324

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,270 △115,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,318 △1,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,022 151,851

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 ※  1,081,215 ※  1,282,421



該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  1,805,689  11,044  1,816,734

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  615,247  615,247

計  1,805,689  626,292  2,431,981

セグメント利益  135,393  95,117  230,511

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  230,511

セグメント間取引消去  △10,545

のれんの償却額  △10,033

棚卸資産の調整額  △25,896

四半期連結損益計算書の営業利益  184,035

  （単位：千円）

  日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  1,761,628  5,636  1,767,264

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  574,560  574,560

計  1,761,628  580,196  2,341,824

セグメント利益又はセグメント損失（△）  215,595  △26,048  189,546

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  189,546

セグメント間取引消去  △8,388

のれんの償却額  △125

棚卸資産の調整額  888

四半期連結損益計算書の営業利益  181,921

（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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