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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 4,823 5.1 739 △5.7 741 △2.7 238 △43.7

23年3月期第3四半期 4,591 8.9 783 20.7 761 19.7 424 17.5

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3四半期 32.37 31.94
23年3月期第3四半期 57.90 56.87

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 7,614 4,232 55.6
23年3月期 7,861 4,149 52.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,230百万円 23年3月期  4,148百万円

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 ― 22.00 22.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 23.00 23.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  有  
 

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 6,550 4.9 980 0.6 975 2.5 375 △32.4 50.78



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3Q 7,960,000 株 23年3月期 7,960,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 566,020 株 23年3月期 585,020 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,382,456 株 23年3月期3Q 7,326,158 株

※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いません。 

※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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、各種の政策効果などを背景に、景気の緩やかな持ち直

しが期待されるものの、欧州の政府債務危機の深刻化、海外経済の減速、急激な円高進行等により、依

然として先行き不透明な状況が続いております。 

  また、医療機器を取り巻く事業環境は、国による医療費抑制政策が進められていることに加え、国内

外の電機メーカーを中心とした異業種からの新規参入や既存メーカーの新分野への積極的な取り組みな

ど、他メーカーとの競合は激しさを増しており、引き続き業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況のもと、当社は高品質製品の常時安定供給を優先事項と掲げ、ユーザーと密着した営

業活動の推進、品質を確保しながらもコスト競争力をもった生産体制の構築並びに高度先進医療分野へ

の研究開発活動の強化に取り組んでまいりました。 

 当第３四半期累計期間の経営成績の分析は次のとおりであります。 

① 売上高 

売上高は4,823百万円（前年同期比5.1％増）となりました。これは、主力のフィットフィックス

関連では、病棟用の吸引器であるキューインポットが好調に推移しました。また、シリンジェクタ

ー関連では、前事業年度末の一時的な需要増加の反動の影響があったものの、特定保健医療材料で

あるPCAセットが堅調に推移したこと等によるものです。 

② 営業利益 

営業利益は739百万円（前年同期比5.7％減）となりました。これは、主として当期以降の売上拡

大を図るために既存製品及び新規製品に係る販促費用が増加したこと、４月より活動を開始した低

侵襲治療用具の研究開発拠点の設置に伴い固定費が増加したこと等によるものです。 

③ 経常利益 

経常利益は741百万円（前年同期比2.7％減）となりました。これは、主として営業利益が減少し

たこと等によるものです。 

④ 四半期純利益 

四半期純利益は238百万円（前年同期比43.7％減）となりました。これは、主として役員退職慰

労金制度の廃止による役員退職慰労金の打ち切り支給に伴い、繰延税金資産を取り崩し、法人税等

を185百万円計上したこと等によるものです。 

  

① 資産 

流動資産は前事業年度末に比べて、29百万円増加し4,877百万円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が74百万円、受取手形及び売掛金が224百万円減少したものの、製品が204百万円、

仕掛品が20百万円、原材料が93百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

固定資産は前事業年度末に比べて、276百万円減少し2,737百万円となりました。これは、主とし

て有形固定資産のその他が78百万円減少したことに加え、役員退職慰労金の打ち切り支給に伴い、

繰延税金資産が185百万円減少したこと等によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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② 負債 

流動負債は前事業年度末に比べて、96百万円減少し2,328百万円となりました。これは、主とし

て短期借入金が350百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が122百万円、１年内返済予定長期

借入金が109百万円、未払法人税等が105百万円、流動負債その他が120百万円減少したこと等によ

るものです。 

固定負債は前事業年度末に比べて、233百万円減少し1,053百万円となりました。これは、主とし

て長期借入金が219百万円増加したものの、役員退職慰労引当金が459百万円減少したこと等による

ものです。 

③ 純資産 

純資産は前事業年度末に比べて、83百万円増加し4,232百万円となりました。これは、主として

繰越利益剰余金が剰余金の配当により162百万円減少したものの、四半期純利益を238百万円計上し

たこと等によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、直近の業績動向を踏まえて、平成24年３月期第２四半期決算短信

（平成23年10月31日公表）の業績予想を次のとおり修正いたします。 

 売上高につきましては、新規製品の発売時期が当初の予定より遅れたこと等により、前回の公表時の

予想を下回る見込みであります。 

 利益面につきましては、売上の減少等に伴い、営業利益、経常利益、当期純利益は、前回の公表時の

予想を下回る見込みであります。 

平成24年３月期通期業績予想数値（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

 
  

○ 税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

（３）業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想  （Ａ） 7,000 1,190 1,120 474 64 .27

今回修正予想  （Ｂ） 6,550 980 975 375 50 .78

増減額 （Ｂ）－（Ａ） △450 △210 △145 △99 ―

増減率      （％） △6.4% △17.6% △12.9% △20.9% ―

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,498,499 1,423,908

受取手形及び売掛金 2,370,902 2,146,193

製品 571,756 776,129

仕掛品 59,967 80,077

原材料 172,211 265,357

繰延税金資産 121,528 121,528

その他 55,036 65,841

貸倒引当金 △1,969 △1,969

流動資産合計 4,847,933 4,877,065

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 853,320 826,922

土地 1,197,677 1,197,677

その他（純額） 488,338 409,599

有形固定資産合計 2,539,336 2,434,198

無形固定資産 87,436 106,966

投資その他の資産

投資有価証券 9,739 4,051

繰延税金資産 261,237 75,976

その他 141,777 142,534

貸倒引当金 △25,700 △26,350

投資その他の資産合計 387,055 196,212

固定資産合計 3,013,828 2,737,377

資産合計 7,861,762 7,614,442
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 935,917 813,562

短期借入金 100,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 683,420 574,036

未払法人税等 225,253 120,097

未払費用 248,359 258,864

その他 231,969 111,615

流動負債合計 2,424,919 2,328,176

固定負債

長期借入金 744,928 964,686

退職給付引当金 71,212 77,164

役員退職慰労引当金 459,375 －

その他 11,587 11,600

固定負債合計 1,287,102 1,053,450

負債合計 3,712,022 3,381,627

純資産の部

株主資本

資本金 495,875 495,875

資本剰余金 422,549 423,328

利益剰余金 3,371,976 3,448,714

自己株式 △141,604 △137,006

株主資本合計 4,148,796 4,230,911

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △382 △859

評価・換算差額等合計 △382 △859

新株予約権 1,326 2,762

純資産合計 4,149,739 4,232,815

負債純資産合計 7,861,762 7,614,442
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（２）四半期損益計算書
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 4,591,469 4,823,366

売上原価 2,353,781 2,441,466

売上総利益 2,237,688 2,381,899

販売費及び一般管理費 1,453,840 1,642,354

営業利益 783,847 739,544

営業外収益

受取利息 288 214

受取配当金 127 144

役員退職慰労引当金戻入額 － 10,333

その他 3,489 2,585

営業外収益合計 3,905 13,277

営業外費用

支払利息 11,067 10,373

株式公開費用 12,186 －

その他 3,006 1,335

営業外費用合計 26,260 11,708

経常利益 761,493 741,113

特別利益

固定資産売却益 770 －

貸倒引当金戻入額 1,219 －

特別利益合計 1,989 －

特別損失

固定資産除却損 16 4,433

投資有価証券売却損 － 696

自主回収関連費用 25,375 －

ゴルフ会員権評価損 － 4,000

その他 － 650

特別損失合計 25,392 9,780

税引前四半期純利益 738,090 731,332

法人税等 313,918 492,344

四半期純利益 424,171 238,988
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 
  
  

  

当社の事業は、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、生産、受

注及び販売の状況につきましては、当社の製品群別に記載しております。 

① 生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

   当社は、見込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３四半期累計期間における販売実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

製品群 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

フィットフィックス関連 1,539,199 108.2

シリンジェクター関連 775,811 131.8

電動ポンプ関連 86,769 107.2

手洗い設備関連 210,083 96.3

その他 123,507 79.3

合計 2,735,371 110.9

製品群 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

フィットフィックス関連 2,895,065 110.3

シリンジェクター関連 1,267,100 100.3

電動ポンプ関連 46,096 76.7

手洗い設備関連 437,522 99.0

その他 177,580 88.9

合計 4,823,366 105.1
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