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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 24,238 12.3 1,213 18.0 1,221 17.7 708 17.4
23年3月期第3四半期 21,580 △2.0 1,028 △5.1 1,037 △4.8 603 △3.4

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 58.00 ―
23年3月期第3四半期 49.02 ―

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3四半期 15,942 6,997 43.9 573.40
23年3月期 14,728 6,674 45.3 542.47
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,997百万円 23年3月期  6,674百万円

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 ― 25.00 25.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 27.00 27.00

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  ：  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 32,000 9.4 1,601 10.4 1,605 9.9 931 9.1 75.74



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料P.3「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 12,303,400 株 23年3月期 12,303,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 100,348 株 23年3月期 348 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,213,961 株 23年3月期3Q 12,303,196 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、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あります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．業績予想につきましては、平成23年5月11日に公表した平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）に記載した予想数値から変更しておりません。 
2．当該業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を
前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における医療業界は、医療費抑制を目的とする近年の医療制度改革の影響により、引き続

き厳しい経営環境が続いております。医療機関におきましては、財政悪化からコスト削減に踏み切らざるを得ない

環境になっており、納入業者に対する値下げ圧力が高まる傾向にあります。当社をはじめとする医療機器販売業者

は、こうした顧客の置かれた環境を的確に把握し、ニーズに即した質の高いサービスを提供することが求められて

おります。 

このような状況のもと、当社は低侵襲治療と心臓治療というコアビジネスを軸に、業容拡大に努めました。 

この結果、当第３四半期累計期間における当社全体の売上高は24,238,160千円（前年同期比12.3％増加）、経常

利益は1,221,354千円（前年同期比17.7％増加）、四半期純利益は708,363千円（前年同期比17.4％増加）となりま

した。 

なお、当第３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高、経常利益、四半期純利益のいずれも過去最高の

結果となっております。 

  

各区分の状況は以下のとおりであります。  

  

＜消耗品関連＞ 

新規顧客の獲得を目指すとともに、既存顧客に対しても患者数の増加策を提案し、また従来取引のなかった診療

科目にも積極的に営業を行うことで、販売数量を増加させることに注力いたしました。 

この結果、主力の薬剤溶出ステント（ＤＥＳ）の販売数量が伸びたことや、ペースメーカー等の心臓律動管理

（ＣＲＭ）関連商品の販売が好調に推移いたしました。その他にも、下肢や頭頚部等、末梢血管の低侵襲治療で用

いられるＰＴＡバルーンカテーテルや動脈瘤の低侵襲治療で用いられるステントグラフト等の販売が増加いたしま

した。また、目標販売数量等を設定した上でのリベートプログラム等により利益率の維持、向上に努めました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は23,831,242千円（前年同期比11.9％増加）、売上総利益は

3,136,147千円（前年同期比10.5％増加）となりました。 

  

＜その他＞ 

消耗品関連の営業部門との連携を強化し、医療設備建築や大型医療機器販売に関する情報を正確かつ迅速に把握

することで、消耗品ビジネスと一体になった営業活動に注力いたしました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は406,918千円（前年同期比40.9％増加）、売上総利益は53,220千円

（前年同期比28.0％増加）となりました。   

   

（２）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 

（資産） 

資産は、前期末と比較して1,213,987千円増加して、15,942,649千円となりました。これは、現金及び預金が

516,911千円減少した一方、受取手形及び売掛金が1,457,541千円増加したこと等によるものであります。 

  

（負債） 

負債は、前期末と比較して890,868千円増加して、8,945,445千円となりました。これは、支払手形及び買掛金が

1,013,362千円増加したこと等によるものであります。 

  

（純資産） 

純資産は、前期末と比較して323,118千円増加して、6,997,203千円となりました。これは、前期の配当金の支払

により307,576千円減少したことや自己株式の取得により61,000千円減少した一方、四半期純利益により708,363千

円増加したこと等によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

区分 

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 

増減 

 金額（千円）  構成比(%)  金額（千円）  構成比(%)  金額（千円）  増減率(%)

消耗品関連売上  21,291,849 98.7 23,831,242 98.3  2,539,392 11.9

その他売上 288,817 1.3 406,918 1.7  118,101 40.9

 合計 21,580,666 100.0 24,238,160 100.0  2,657,493 12.3



②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比較して516,911千円減少して、

3,509,798千円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、純粋な営業活動において得られた収入が682,842千円（前年同期は

224,428千円の収入）ある一方、法人税等を597,207千円支払ったこと（前年同期は711,800千円の支払）等によ

り、88,729千円の収入（前年同期は482,112千円の支出）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により103,491千円の支出（前年同期は99,137千円

の支出）があったこと等により、184,039千円の支出（前年同期は77,353千円の支出）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期の配当金を307,576千円支払ったこと（前年同期は319,885千円の支

払）や自己株式の取得により61,224千円の支出があったこと（前年同期は102千円の支出）等により、421,600千円

の支出（前年同期は372,788千円の支出）となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間においては、新規顧客の開拓と取扱商品の領域を拡大することをはじめとした既存顧客の

深耕に傾注する一方、仕入先との仕切価格交渉や、目標販売数量等を設定した上でのリベートプログラムを実施す

ることにより、概ね計画通りに推移いたしました。 

従いまして、平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月11日に公表した平成23年３月期 決算短

信〔日本基準〕（非連結）に記載した予想数値から変更はありません。  

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、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。      

   

（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。   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 4,026,709 3,509,798

受取手形及び売掛金 7,947,010 9,404,551

商品 778,127 949,017

その他 275,337 347,398

貸倒引当金 △250 △290

流動資産合計 13,026,934 14,210,476

固定資産   

有形固定資産 1,168,387 1,178,997

無形固定資産 95,677 127,299

投資その他の資産 437,662 425,876

固定資産合計 1,701,727 1,732,172

資産合計 14,728,661 15,942,649

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,235,678 8,249,040

1年内返済予定の長期借入金 72,600 60,800

未払法人税等 286,671 212,838

賞与引当金 107,125 60,514

その他 146,801 177,265

流動負債合計 7,848,875 8,760,459

固定負債   

長期借入金 41,000 －

退職給付引当金 163,701 183,986

その他 1,000 1,000

固定負債合計 205,701 184,986

負債合計 8,054,576 8,945,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 330,625 330,625

資本剰余金 196,875 196,875

利益剰余金 6,116,870 6,517,657

自己株式 △202 △61,202

株主資本合計 6,644,168 6,983,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,916 13,248

評価・換算差額等合計 29,916 13,248

純資産合計 6,674,085 6,997,203

負債純資産合計 14,728,661 15,942,649



（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 21,580,666 24,238,160

売上原価 18,700,978 21,048,791

売上総利益 2,879,687 3,189,368

販売費及び一般管理費 1,851,288 1,976,315

営業利益 1,028,399 1,213,053

営業外収益   

受取利息 2,479 750

受取配当金 4,791 3,375

不動産賃貸料 2,738 2,738

その他 1,635 2,912

営業外収益合計 11,644 9,777

営業外費用   

支払利息 2,246 1,183

自己株式取得費用 － 224

その他 68 68

営業外費用合計 2,314 1,476

経常利益 1,037,729 1,221,354

特別利益   

投資有価証券売却益 5,607 36

特別利益合計 5,607 36

特別損失   

固定資産除却損 1,449 706

特別損失合計 1,449 706

税引前四半期純利益 1,041,887 1,220,684

法人税等 438,738 512,321

四半期純利益 603,148 708,363



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,041,887 1,220,684

減価償却費 90,353 130,047

売上債権の増減額（△は増加） 96,086 △1,457,541

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,220 △170,890

仕入債務の増減額（△は減少） △806,927 1,013,362

その他 △128,752 △52,818

小計 224,428 682,842

法人税等の支払額 △711,800 △597,207

その他 5,259 3,094

営業活動によるキャッシュ・フロー △482,112 88,729

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △99,137 △103,491

投資有価証券の売却による収入 35,009 64

その他 △13,225 △80,612

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,353 △184,039

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △52,800 △52,800

自己株式の取得による支出 △102 △61,224

配当金の支払額 △319,885 △307,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,788 △421,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △932,255 △516,911

現金及び現金同等物の期首残高 3,933,410 4,026,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,001,155 3,509,798



 該当事項はありません。 

  

 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）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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