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1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29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8月期第2四半期 4,754 1.6 1,839 8.0 1,877 7.3 1,142 6.5
23年8月期第2四半期 4,679 4.0 1,703 0.4 1,749 1.4 1,072 0.3

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 1,060百万円 （22.7％） 23年8月期第2四半期 864百万円 （―％）

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8月期第2四半期 100.11 ―
23年8月期第2四半期 93.36 93.27

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第2四半期 20,441 18,341 89.7
23年8月期 19,916 18,081 90.8
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  18,341百万円 23年8月期  18,081百万円

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8月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年8月期 ― 31.00
24年8月期（予想） ― 31.00 62.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8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 10,167 7.5 3,770 8.8 3,802 7.6 2,374 17.5 206.39



(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。 

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8月期2Q 11,879,000 株 23年8月期 11,879,000 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 544,396 株 23年8月期 373,792 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 11,412,578 株 23年8月期2Q 11,486,648 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医療機器業界は、新興国では経済発展に伴い医療インフラの整備が進み、

先進国では患者の QOL（生活の質）向上のコンセプトが定着し先進医療技術が進んでいるため、全体としては引

き続き市場の拡大を見込んでいます。一方、円高、ドル・ユーロ安などの影響や、世界各国の医療費抑制政策強

化やグローバルレベルでの競争激化、病院の安全対策強化による高コスト化、コスト削減を求めたグループ購入

化などの市場環境の影響を受け、依然として厳しい状況で推移しております。  

  このような環境下、当社グループにおきましては、従来顧客への拡販と新規顧客開拓に努めた結果、サージカ

ル関連製品の売上は減少し、デンタル関連製品は微増にとどまったものの、アイレス針関連製品の売上がそれら

を補い、売上高は前年同期比 1.6％増の 4,754百万円となりました。 

  一方、生産面について、海外工場におきましては、ベトナムの生産拠点 MANI HANOI CO.,LTD.（当社100％出

資）は、日本からの生産工程移管による生産規模の拡大、ならびに品質向上と原価低減を実現するため、フーエ

ン第７期工場の建設を開始いたしました。またミャンマーの生産拠点MANI YANGON LTD.（MANI HANOI CO.,LTD. 

100％出資）につきましては、引き続き生産性向上に努めており、ベトナム生産拠点への一極集中リスク回避のた

め増築・生産能力増強を計画しております。さらに、ラオスの生産拠点MANI VIENTIANE CO.,LTD.（MANI HANOI 

 CO.,LTD. 100％出資）につきましては、品質の安定化に努めてまいりました。国内工場におきましては、新製品

の量産準備と並行して、国内から海外拠点への生産工程移管の推進に力を入れてまいりました。 

  開発面では、引き続き、生産技術開発・既存製品改良研究を行うとともに新製品開発に力を入れてまいりまし

た。また、当第２四半期連結累計期間中に新製品として、根管ポスト除去用の「サージカルバー」（デンタル関

連製品）を発売いたしました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 4,754百万円（前年同期比 1.6％増）、営業利益は 

 1,839百万円（同 8.0％増）、経常利益は 1,877百万円（同 7.3％増）、四半期純利益は 1,142百万円（同6.5％

増）となりました。 

  

 セグメント別の業績概況は、次のとおりであります。なお、セグメントの売上高につきましては、外部顧客へ

の売上高を記載しております。 

  

（サージカル関連製品） 

  眼科ナイフの売上は堅調に推移したものの、長引く円高及び競争の激化による販売価格の下落、ならびに前連

結会計年度より実施している眼科ＰＧＡ針付縫合糸の回収等の影響により、売上高は 1,474百万円（前年同期比 

 4.8％減）となりました。また、売上高の減少により、セグメント利益（営業利益）は 511百万円（同 7.5％ 

減）となりました。 

  

（アイレス針関連製品） 

 円高により依然厳しい状況は続いているものの、大口顧客の在庫調整が一巡し、心臓血管手術用針が堅調に推

移したこと等から、売上高は 1,755百万円（前年同期比 8.6％増）となりました。また、 MANI HANOI CO.,LTD.

への生産工程移管を推進し、効率化に努めた結果、原価率が大幅に改善し、セグメント利益（営業利益）は 852

百万円（同21.8％増）となりました。 

  

（デンタル関連製品） 

 長引く円高による受注の減少並びに出荷の遅延等の影響により、ダイヤバーの売上は低調に推移したものの、

リーマ・ファイル等の根管治療機器の売上が増加したことから、売上高は 1,524百万円（前年同期比 0.7％増）

となりました。また、利益率の高い製品の売上が増加したことから、セグメント利益（営業利益）は 476百万円

（同 5.5％増）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 525百万円増加し、20,441百万円

となりました。これは主に、有価証券の減少及び減価償却が進んだことにより有形固定資産が減少した一方、現

金及び預金が増加したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 264百万円増加し、 2,099百万円となりました。これは主に未払法人税

等が増加したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 260百万円増加し、18,341百万円となりました。これは主に、自己株

式の増加及び為替換算調整勘定の影響により減少した一方、利益剰余金が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
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末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766百万円増加し、6,726百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は、1,573百万円（前年同期比 16.5％増）となりました。これは主に、たな卸資

産及び売上債権の増減額が増加した一方、法人税等の支払額が減少したこと、ならびに税金等調整前四半期純利

益が増加したこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、５百万円（前年同期は 630百万円の収入）となりました。これは主に、有価

証券の売却及び償還による収入があった一方、定期預金の払戻による収入がなくなったこと、ならびに投資有価

証券の売却及び償還による収入が減少したこと等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、 800百万円（前年同期比 178.3％増）となりました。これは主に、自己株式

の取得による支出があったこと等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 

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、「（１）連結経営成績に関する定性的情報」のとおりであ

ります。通期の連結業績予想につきましては、セグメント別の内訳を変更しておりますが、合計額は平成23年10

月11日付で公表しました数値から変更ありません。 
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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８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,011,595 5,775,754

受取手形及び売掛金 1,645,343 1,581,142

有価証券 1,694,990 1,490,912

製品 679,030 829,835

仕掛品 1,224,831 1,344,052

原材料及び貯蔵品 871,175 985,130

繰延税金資産 214,769 246,382

その他 234,384 119,940

貸倒引当金 △2,623 △2,378

流動資産合計 11,573,499 12,370,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,510,025 2,595,947

機械装置及び運搬具（純額） 1,558,061 1,468,276

土地 1,146,656 1,146,656

その他（純額） 483,485 333,905

有形固定資産合計 5,698,228 5,544,785

無形固定資産   

ソフトウエア 17,716 20,626

その他 24,507 22,547

無形固定資産合計 42,223 43,173

投資その他の資産   

投資有価証券 2,106,968 2,021,877

繰延税金資産 178,383 138,017

保険積立金 316,150 321,905

その他 602 587

投資その他の資産合計 2,602,105 2,482,388

固定資産合計 8,342,557 8,070,348

資産合計 19,916,057 20,441,119
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,272 84,596

未払金 413,547 400,466

未払法人税等 506,934 741,177

賞与引当金 245,271 270,340

災害損失引当金 83,050 80,550

その他 88,908 136,316

流動負債合計 1,422,983 1,713,446

固定負債   

退職給付引当金 150,450 130,878

役員退職慰労引当金 242,780 236,520

その他 18,400 18,400

固定負債合計 411,630 385,798

負債合計 1,834,613 2,099,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 988,731 988,731

資本剰余金 1,036,311 1,036,311

利益剰余金 17,831,854 18,629,208

自己株式 △1,159,422 △1,614,376

株主資本合計 18,697,475 19,039,875

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,332 6,976

為替換算調整勘定 △611,699 △704,977

その他の包括利益累計額合計 △616,031 △698,001

純資産合計 18,081,443 18,341,874

負債純資産合計 19,916,057 20,441,119
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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９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 4,679,112 4,754,069

売上原価 1,859,336 1,640,747

売上総利益 2,819,776 3,113,322

販売費及び一般管理費 1,116,409 1,273,837

営業利益 1,703,366 1,839,484

営業外収益   

受取利息 16,031 15,967

受取配当金 5,487 10,338

為替差益 － 13,630

補助金収入 27,680 －

その他 7,225 6,384

営業外収益合計 56,424 46,320

営業外費用   

支払利息 73 73

為替差損 6,936 －

投資事業組合運用損 3,371 4,299

自己株式取得費用 － 2,804

その他 0 758

営業外費用合計 10,381 7,937

経常利益 1,749,409 1,877,868

特別利益   

貸倒引当金戻入額 324 －

固定資産売却益 1,202 287

投資有価証券売却益 3,870 －

保険解約返戻金 － 1,000

特別利益合計 5,396 1,287

特別損失   

過年度人件費 43,680 －

固定資産売却損 － 16

固定資産除却損 101 125

特別損失合計 43,782 142

税金等調整前四半期純利益 1,711,023 1,879,013

法人税、住民税及び事業税 627,442 734,156

法人税等調整額 11,227 2,347

法人税等合計 638,669 736,503

少数株主損益調整前四半期純利益 1,072,354 1,142,509

四半期純利益 1,072,354 1,142,509
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（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９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,072,354 1,142,509

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,557 11,308

為替換算調整勘定 △204,187 △93,277

その他の包括利益合計 △207,745 △81,969

四半期包括利益 864,608 1,060,540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 864,608 1,060,540
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（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９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29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 1,711,023 1,879,013

減価償却費 317,974 312,506

のれん償却額 3,681 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △324 △244

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,488 26,432

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,359 △19,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,960 △6,260

受取利息及び受取配当金 △21,518 △26,305

支払利息 73 73

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △1,202 △271

固定資産除却損 101 125

投資事業組合運用損益（△は益） 3,371 4,299

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △3,870 －

売上債権の増減額（△は増加） 246,329 63,896

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,154 △398,164

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,839 23,253

仕入債務の増減額（△は減少） 1,785 △661

未払金の増減額（△は減少） 71,123 56,920

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,865 48,819

その他 2,311 928

小計 2,091,564 1,965,127

利息及び配当金の受取額 19,951 24,244

保険金の受取額 － 89,354

災害損失の支払額 － △3,220

法人税等の支払額 △760,085 △501,548

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,351,430 1,573,958

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 △58,982 －

定期預金の払戻による収入 1,000,000 －

有価証券の取得による支出 △101,000 △100,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 500,000

投資有価証券の取得による支出 △198,400 △100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 297,660 2,000

投資事業組合分配金による収入 2,500 3,000

有形固定資産の取得による支出 △305,773 △297,451

無形固定資産の取得による支出 △3,276 △7,690

保険積立金の積立による支出 △3,717 △5,804

保険積立金の解約による収入 150 49

その他 1,556 396

投資活動によるキャッシュ・フロー 630,717 △5,500
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 56,736 －

自己株式の取得による支出 － △454,953

配当金の支払額 △344,261 △345,118

財務活動によるキャッシュ・フロー △287,525 △800,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,478 △2,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,644,143 766,380

現金及び現金同等物の期首残高 4,289,219 5,960,458

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,933,363 6,726,839
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 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９月１日 至 平成23年２月28日） 

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 

（単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日） 

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 

（単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

当社は、平成23年10月11日開催の取締役会に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式

は、当第２四半期連結累計期間において 千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において 千円

となっております。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント 

合計 調整額  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注） 

サージカル

関連製品 

アイレス針

関連製品 

デンタル 

関連製品 

売上高 

 外部顧客への売上高  1,548,132  1,617,049  1,513,930 4,679,112 ―  4,679,112

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 823  76,478 ― 77,302  △77,302 ― 

   計  1,548,956  1,693,527  1,513,930 4,756,415  △77,302  4,679,112

 セグメント利益  552,188  699,884  451,293 1,703,366 ―  1,703,366

  報告セグメント 

合計 調整額  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注） 

サージカル

関連製品 

アイレス針

関連製品 

デンタル 

関連製品 

売上高 

 外部顧客への売上高  1,474,123  1,755,469  1,524,476 4,754,069 ―  4,754,069

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 1,104  55,534 ― 56,639  △56,639 ― 

   計  1,475,228  1,811,004  1,524,476 4,810,709  △56,639  4,754,069

 セグメント利益  511,010  852,395  476,079 1,839,484 ―  1,839,484

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

454,953 1,614,376
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