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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 31,873 1.8 7,750 △9.9 7,825 △8.6 4,624 3.9
23年3月期 31,311 △0.1 8,601 7.9 8,561 6.7 4,453 △9.5

（注）包括利益 24年3月期 4,713百万円 （26.1％） 23年3月期 3,737百万円 （△28.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 294.01 ― 7.4 11.0 24.3
23年3月期 283.10 ― 7.5 12.4 27.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 72,522 64,013 88.3 4,069.17
23年3月期 69,834 60,698 86.9 3,857.83

（参考） 自己資本   24年3月期  64,007百万円 23年3月期  60,684百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 6,278 △2,810 △2,310 19,239
23年3月期 7,250 △3,888 △2,545 18,139

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 1,573 35.3 2.6
24年3月期 20.00 20.00 23.00 23.00 86.00 1,352 29.3 2.1
25年3月期(予想) 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 29.9

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 16,260 2.7 4,245 6.1 4,275 7.4 2,674 12.8 169.99
通期 32,870 3.1 8,000 3.2 8,060 3.0 5,043 9.0 320.60



※  注記事項 
(1) 期中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) 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） 

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 16,341,155 株 23年3月期 16,341,155 株
② 期末自己株式数 24年3月期 611,220 株 23年3月期 610,955 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 15,730,070 株 23年3月期 15,730,617 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 31,757 1.7 7,303 △9.5 7,459 △8.1 4,393 5.9
23年3月期 31,228 0.6 8,073 9.4 8,115 8.4 4,148 △7.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 279.33 ―
23年3月期 263.75 ―

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 70,234 61,768 87.9 3,926.79
23年3月期 67,677 58,495 86.4 3,718.65

（参考） 自己資本 24年3月期  61,768百万円 23年3月期  58,495百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表
の監査手続き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。なお、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、
添付資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 16,192 2.6 3,844 1.5 3,893 3.1 2,410 7.5 153.21
通期 32,700 3.0 7,420 1.6 7,580 1.6 4,698 6.9 298.67
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を大きく受けたものの、緩やかながら回復基調とな

ってまいりました。しかしながら、欧州金融危機や急激な為替の変動、原油価格高騰などの影響もあり、依然とし

て先行きに不透明感が続いております。 

当医療機器業界におきましては、診療報酬が僅かながらプラス改定になりましたものの、国の厳しい財政状態も

あり、引き続き各企業はより一層の経営の効率化及び合理化が求められる状況となっております。 

このような環境の下、当企業集団では東日本大震災により生産設備に損傷を受け、第１四半期に影響を及ぼしま

した。しかしながら、「オペラマスター」のシステム部分の機能を拡張した「手術管理システム」のショールーム

見学促進を皮切りに、徐々に営業活動が活性化され従来並の契約を頂くことができました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は 31,873 百万円（前年同期比 1.8％増）となりました。このうち、製

品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」を中心に、手術用品類の医療用キット製品の売上高は 15,232 百

万円（同 5.9％増）と伸長いたしました。なお、「オペラマスター」につきましては、当連結会計年度において 20 件

の医療機関と契約を締結する一方、７件の解約があり、累計契約件数は 144 件となりました。また、手術用品類の

医療用不織布製品は、シェア拡大のための戦略的価格政策により、売上高 10,638 百万円（同 2.0％減）となりまし

た。 

売上原価は、生産量増加による生産性の改善等がありましたものの、2011 年５月より段階的に稼動いたしました

滅菌センターの償却費が増加したことにより、原価率は前年同期に比べ上昇いたしました。販売費及び一般管理費

は東日本大震災による生産遅延への対応と、その後の営業活動活性化に関わる費用が発生いたしました。また、将

来的に会社が成長するための費用として、オペラマスター手術管理システムの開発及び試験研究に注力し、前年度

より費用が増加いたしました。その結果、連結営業利益は 7,750 百万円（同 9.9％減）となりました。連結経常利

益は 7,825 百万円（同 8.6％減）、連結当期純利益は 4,624 百万円（同 3.9％増）となりました。 

 

（次期の見通し） 
次期の見通しにつきましては、急激な為替の変動、原油価格高騰や電気料金の値上げなどによる材料費の高騰

も予想され、引き続き不透明感が続くものと考えられます。 
当医療機器業界におきましても、前述いたしました通り、引き続き厳しい経営環境が続くものと考えられ、各

企業はこれまで以上に経営の効率化・合理化が求められます。 

当企業集団におきましては、「飛躍へのたゆまぬ挑戦」を会社方針とし、今後 50 年を見据えた新たなるスター

トと位置づけ、引き続き「オペラマスター戦略」と「サーレム戦略」を果敢に推進してまいります。また、新製

品として手術中に使用したガーゼが体内に遺残しないように、ガーゼに IC タグを取り付け機械でトレースするこ

とができる「IC TRACER」の発売をいたします。その他、前述いたしました「オペラマスター戦略」をさらに推進

すべく、システム部分の機能を拡張し、手術室の「見える化」に貢献する「手術管理システム」の販売強化を行

ってまいります。 

このような状況を踏まえ、次期の連結業績予想は以下のとおりであります。 

 

 （連結業績予想） 

売 上 高 32,870 百万円 （前期比   3.1％増） 

営 業 利 益    8,000 百万円 （前期比   3.2％増） 

経 常 利 益  8,060 百万円 （前期比   3.0％増） 

当 期 純 利 益 5,043 百万円 （前期比   9.0％増） 

 

 

（2）財政状態に関する分析 

   ① 資産負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は72,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,688百万円増加いたしました。 

 流動資産は 36,465 百万円となり 2,952 百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 1,265

百万円、現金及び預金の増加 1,104 百万円となります。固定資産は 36,056 百万円となり 264 百万円減少いたし

ました。うち有形固定資産は 29,585 百万円となり 1,933 百万円減少いたしました。機械装置及び運搬具 6,353
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百万円のうち、筑波滅菌センター増築分の製造設備増設として 3,556 百万円増加しております。また、無形固定

資産は 1,291 百万円となり 402 百万円増加いたしました。投資その他の資産は 5,179 百万円となり 1,266 百万円

増加いたしました。 

 当連結会計年度末の負債合計は 8,508 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 627 百万円減少いたしました。 

 流動負債は 7,606 百万円となり 716 百万円減少いたしました。固定負債は 902 百万円となりました。 

  当連結会計年度末の純資産は64,013百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,315百万円増加いたしました。 

 主な要因は当期純利益 4,624 百万円の計上による増加、剰余金の配当による 1,384 百万円の減少となってお 

ります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 86.9％から 88.3％となりました。 

 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより 19,239 百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ 1,100 百万円増加いたしました。 

（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、税金等調整前当期純利益を 7,822 百万円、減価償却費を 3,064 百万円計

上いたしました。一方、法人税等の支払 2,734 百万円、売上債権の増加 1,284 百万円等がありました。この結果、

キャッシュ・フローは 6,278 百万円となり、前連結会計年度に比べ 971 百万円減少いたしました。 

（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、主に筑波滅菌センター増設関連の有形固定資産の取得等により 2,810 百

万円の支出となり、前連結会計年度に比べ 1,077 百万円支出が減少いたしました。 

（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、長期借入金の返済や配当金の支払等がありました。この結果、2,310 百

万円の支出となり、前連結会計年度に比べ 235 百万円支出が減少いたしました。 

 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、約 5,700 百万円の増加を予

想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、既存設備入替により約 2,000 百万円の支出を見込んでお

ります。また、筑波工場増設（新工場）のための費用が一部見込まれます。財務活動によるキャッシュ・フローは、

主に配当金の支払いにより約 1,500 百万円の支出を見込んでおります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 第４８期 第４９期 第５０期 第５１期 

 平成２１年３月期 平成２２年３月期 平成２３年３月期 平成２4 年３月期

自己資本比率（％） 83.1 85.7 86.9 88.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 141.9 103.2 83.3 83.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
0.5 0.2 0.1 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
117.0 224.4 335.0 888.4 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し 
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 ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を 

 対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して 

 おります。 

 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期、次期の配当 

当社の利益配分に関する基本方針は配当政策を重視し、創立以来培ってまいりました社訓「顧客、株主、社員、

企業の共存共栄を図る」を常に念頭に、株主の皆様に積極的、継続的に利益の還元を行うことであります。経営成

績の成果をいち早く株主の皆様に還元するため、2007 年３月期から四半期配当を実施しております。具体的な１株

当たり配当金は、当期におきましては、第１四半期末、第２四半期末は各 20 円、第３四半期末、期末につきまして

は当初想定しておりました計画より利益が出る見込となりましたので各 23 円（期初計画から各３円増配）とし、通

期 86 円を予定しております（第１四半期末、第２四半期末、第３四半期末はすでに実施。期末は本年５月 31 日を

予定）。また、次期の１株当たり配当金は、各四半期とも 24 円、通期 96 円を予定しております。 

 

 

（4）事業等のリスク 

当企業集団の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計期間末現在において当企業集団が判断したものであり

ます。 
 

①法的規制について 
当企業集団の取扱製品・商品である医療用キット製品、医療用不織布製品等の大部分については、薬事法の規

制を受けており、これらの製造・販売を行うためには、厚生労働大臣の承認、製造所については都道府県知事の

許可を必要とします。よって、これらの許認可が監督官庁に認められない場合、あるいは既に取得している許認

可が取り消される場合には、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
 

②主要な部材・原材料の供給停止等について 
原油・原材料の価格及び為替の大幅な変動により、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。また、

当社医療用キット製品の構成部材を供給しているメーカーが供給不能状態になった場合、該当部材を投入してい

る医療用キット製品が製造不能という事態になり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
 

③製品の不具合について 
当企業集団の取扱製品・商品について不具合等が発生した場合、医療事故の発生・製品の回収等に至るおそれ

があり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
 

④海外製造拠点における製造不能について 
当社は、インドネシア国に製造子会社を有しております。インドネシア国において予期しない法律または規制

の変更や、政情不安・テロ・暴動・戦争及び自然災害・新型インフルエンザ等の不可抗力による事故が発生した

場合は、当社への製品供給が一時滞ることとなり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
 
⑤国内製造拠点における製造・供給不能について 

当社の製造及び配送拠点は、茨城県美浦・牛久地区に集中しており、地震・火災・風水害等の自然災害により

多大なる損害を蒙った場合、他地域に製造及び配送拠点を有していないため、製造並びに製品供給が一時滞るこ

とにより、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。  

 
⑥情報管理について 
当社は、医療機関等の経営の合理化・省力化に貢献するサービス及び製品を提供するにあたり、医療機関の情

報（個人情報含む）を取り扱っております。情報の管理には 大限の注意を払っておりますが、情報の流出等が

発生した場合、社会的信用問題や賠償問題等へ発展するおそれがあり、当企業集団の業績に影響を与える可能性

があります。 
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⑦為替の変動について 

当社は、インドネシア国に子会社を有していることと、海外より原材料の一部を調達しているため、為替の変

動により当企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧減損会計について 
当企業集団の保有資産につきまして、実質的価値の低下等による減損処理が必要となった場合、当企業集団の業績

に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
当企業集団は、株式会社ホギメディカル（当社）、Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア（子会社）及びＰ．Ｔ．ホギメディカ

ルセールスインドネシア（孫会社）により構成されております。事業は、医療用消耗品及び医療機器の製造・販売で

あります。当社は、医療用不織布製品及び医療用消耗品の一部につきまして、子会社に製造を委託しております。ま

た、子会社の生産品はほぼ全量グループ各社に供給されております。従って、子会社は当社の主要な製造拠点と捉え

ていただきたいと存じます。また、孫会社は、インドネシアを中心とした海外への医療用消耗品、医療機器及び医療

用不織布製品等の販売を行っております。 

〔事業系統図〕 

当企業集団の取引を図示しますと、以下の通りとなります。 

 

 

国 内  海 外 海 外 

株式会社 

ホギメディカル 

（製造・販売） 

 

原材料・半製品 

 

 

製品・半製品 

Ｐ．Ｔ． 

ホギインドネシア 

（子会社） 

（製造） 

 

製品 

 

 

 

Ｐ．Ｔ． 

ホギメディカル 

セールスインドネシア 

（孫会社） 

（販売） 

 

 

国内ユーザー 

  

 

 

 

海外ユーザー 

 

 

 

３．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「社業を通じて医療進歩の一翼を担い、人々の健やかな生命と幸福に尽くし、もって社会の繁栄に寄与

する」を社是とし、「院内感染防止」をテーマに掲げ、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・

省力化に貢献できる製商品群を製造・販売しております。 

 

（2）目標とする経営指標 

経営指標といたしましては、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視してお

り、ＥＰＳは 500 円、ＲＯＥは 10％以上を目標にしております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、常に製品のライフサイクルを重視しており、「優れた製品でも成長は長く続かない」と考え、「主力製品

の売上高が伸びている間に次の成長製品を軌道に乗せる」ことにより、中長期にわたる継続した増収・増益が達成

できるものと考えております。そのために、新製品開発に経営資源を重点配分しております。今後、「医療の現場

に貢献する製品」をコンセプトに「医療安全」・「低侵襲」を中心とした分野で開発に取組み、当社の更なる成長に

寄与する製品開発を行ってまいります。 
また、当社は、引き続き「オペラマスター」を中心に営業戦略を展開してまいります。「オペラマスター」は製

品・物流・情報管理からなるシステムで、中核をなす製品であるフルキットは、手術室で使用される医療材料を組

み合わせ滅菌したものであります。また、「オペラマスター」はフルキットを医師、疾病別にワンセットずつ作る

ことをコンセプトとし、医療現場の効率化・省力化に貢献でき、手術の安全性を向上させるとともに、単品別の在

庫管理を不要とする等病院経営の改善に資する製品であります。物流面におきましては、病院の専用端末からダイ

レクトに当社が受注し、手術の前日までに納入するというシステムを構築しております。このシステムにより、各

医療機関には在庫負担の軽減が期待できます。さらに、情報面では、オンラインの発注システムに加え、手術予定

管理・人員管理・原価管理のシステムを一体化して提供しております。このシステムの利用により、手術室のスケ

ジュール管理を容易にし、稼働率を高めることが期待できます。また、材料の受け払いを簡略化することで在庫管

理の負担を軽減し、簡単に原価計算を行うことが可能になります。 
これまで、「オペラマスター」のシステムやコンセプトは、医療現場のニーズに合わせて進化してまいりました。

具体的にはシステム部分の機能を拡張した「手術管理システム」の発売を行い、以前より詳細に手術室のデータを
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分析することが可能になりました。当社の「オペラマスター」は今後も開発を繰返し、医療機関のニーズに合わせ

たソリューションサービスとして、拡大を図ってまいります。 
利益面におきましては、常に直間比率の向上を目指して経営しており、製造部分は、できる限り自動化した工場

を目指し少数の人員で製造できる設備と体制を、間接部門は少数精鋭で行ってまいりました。また、現在拡張を検

討しておりますキット工場は「全自動」をコンセプトに設計を検討しており、長期的に利益を出し続けられる会社

を目指してまいります。 
当医療機器業界を取り巻く各企業におきましては、安全性の確保と法令遵守がますます重要となっており、当社

といたしましても、安全な製品の安定した供給により一層注力してまいります。さらに、継続的な原価低減活動の

推進、また、経営の透明性を確保するため、内部統制システム・コンプライアンスの一層の充実を図ってまいりま

す。 
 

（4）会社の対処すべき課題 

当社は、「社会貢献・安全なもの作り」、「安定生産」、「お客様との共存共栄」、「社員満足度の向上」、「安定成長」、

「利益改善」をキーワードとして掲げております。東日本大震災では、発生後に一時的に生産・出荷が停止いたし

ました。また、建物によっては被害が大きく復旧までに時間を要した設備がございました。これらの要因分析と対

策を早期に検討・実施し、現状設備の強化を図ってまいりますとともに、今後不測の事態が発生した場合でも数日

で生産・供給を再開できる体制作りを目指してまいります。以上のことを踏まえ、以下の点を重要課題として捉え、

これらを具体的施策に落とし込んだ上、積極果断に遂行し、企業価値の向上を図ってまいります。 

 

・安全な製品の安定的供給 

・有事に備えた生産体制の構築 

・新製品の開発 

・「オペラマスター戦略」及び「サーレム戦略」の一層の強化 

・経営目標達成、安定供給のための設備投資計画 

・全社的な生産性向上 

・内部統制システム・コンプライアンスの一層の強化 

・外部環境への対応 

・人材育成・社内体制の強化 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,505 19,610

受取手形及び売掛金 9,091 10,357

商品及び製品 2,570 3,070

仕掛品 288 303

原材料及び貯蔵品 2,083 2,137

繰延税金資産 621 384

その他 356 608

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 33,513 36,465

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,335 26,326

減価償却累計額 △13,032 △13,773

建物及び構築物（純額） 13,302 12,552

機械装置及び運搬具 20,251 24,146

減価償却累計額 △16,031 △17,793

機械装置及び運搬具（純額） 4,219 6,353

土地 9,375 9,361

建設仮勘定 4,283 982

その他 2,541 2,660

減価償却累計額 △2,203 △2,325

その他（純額） 337 335

有形固定資産合計 31,518 29,585

無形固定資産   

ソフトウエア 231 1,050

ソフトウエア仮勘定 642 226

電話加入権 13 13

その他 0 0

無形固定資産合計 888 1,291

投資その他の資産   

投資有価証券 2,257 2,627

差入保証金 512 490

繰延税金資産 205 62

長期預金 － 1,000

前払年金費用 167 229

その他 791 783

貸倒引当金 △20 △14

投資その他の資産合計 3,913 5,179

固定資産合計 36,320 36,056

資産合計 69,834 72,522
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,338 3,715

1年内返済予定の長期借入金 925 －

未払法人税等 1,576 1,801

賞与引当金 407 494

役員賞与引当金 90 90

災害損失引当金 691 －

設備関係支払手形 380 479

その他 914 1,024

流動負債合計 8,322 7,606

固定負債   

繰延税金負債 8 －

退職給付引当金 44 147

長期未払金 394 384

その他 366 370

固定負債合計 813 902

負債合計 9,135 8,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,123 7,123

資本剰余金 8,336 8,336

利益剰余金 49,510 52,750

自己株式 △3,316 △3,317

株主資本合計 61,653 64,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78 326

繰延ヘッジ損益 9 25

為替換算調整勘定 △1,055 △1,236

その他の包括利益累計額合計 △968 △884

少数株主持分 13 5

純資産合計 60,698 64,013

負債純資産合計 69,834 72,522
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 31,311 31,873

売上原価 14,829 15,711

売上総利益 16,482 16,162

販売費及び一般管理費 7,880 8,412

営業利益 8,601 7,750

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 51 55

受取賃貸料 1 －

助成金収入 27 －

その他 49 51

営業外収益合計 134 109

営業外費用   

支払利息 20 5

為替差損 152 27

賃貸収入原価 1 －

その他 0 0

営業外費用合計 174 33

経常利益 8,561 7,825

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 －

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 101 －

特別利益合計 117 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産廃棄損 15 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

ゴルフ会員権評価損 10 －

50周年記念事業費 90 －

災害による損失 1,054 －

特別損失合計 1,203 3

税金等調整前当期純利益 7,475 7,822

法人税、住民税及び事業税 3,192 2,956

法人税等調整額 △171 240

法人税等合計 3,020 3,197

少数株主損益調整前当期純利益 4,454 4,625

少数株主利益 1 0

当期純利益 4,453 4,624
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 4,454 4,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △267 248

繰延ヘッジ損益 △71 16

為替換算調整勘定 △379 △176

その他の包括利益合計 △717 88

包括利益 3,737 4,713

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 3,737 4,708

少数株主に係る包括利益 △0 4
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,123 7,123

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,123 7,123

資本剰余金   

当期首残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

利益剰余金   

当期首残高 46,598 49,510

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,453 4,624

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,911 3,240

当期末残高 49,510 52,750

自己株式   

当期首残高 △3,313 △3,316

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 △3,316 △3,317

株主資本合計   

当期首残高 58,744 61,653

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,453 4,624

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 2,908 3,239

当期末残高 61,653 64,892
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 345 78

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △267 248

当期変動額合計 △267 248

当期末残高 78 326

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 80 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71 16

当期変動額合計 △71 16

当期末残高 9 25

為替換算調整勘定   

当期首残高 △678 △1,055

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △377 △180

当期変動額合計 △377 △180

当期末残高 △1,055 △1,236

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △252 △968

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △716 83

当期変動額合計 △716 83

当期末残高 △968 △884

少数株主持分   

当期首残高 14 13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △8

当期変動額合計 △0 △8

当期末残高 13 5

純資産合計   

当期首残高 58,506 60,698

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,453 4,624

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △716 75

当期変動額合計 2,191 3,315

当期末残高 60,698 64,013
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 7,475 7,822

減価償却費 2,277 3,064

ゴルフ会員権評価損 10 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △4

受取利息及び受取配当金 △55 △58

支払利息 20 5

投資有価証券売却損益（△は益） △101 －

為替差損益（△は益） 157 31

災害による損失 1,019 －

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

有形固定資産処分損益（△は益） 15 3

売上債権の増減額（△は増加） △27 △1,284

たな卸資産の増減額（△は増加） 270 △612

仕入債務の増減額（△は減少） △85 388

未払消費税等の増減額（△は減少） △61 △64

未収消費税等の増減額（△は増加） － △75

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22 △179

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34 △142

投資その他の資産の増減額（△は増加） △89 28

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3 △6

その他 7 1

小計 10,793 8,961

利息及び配当金の受取額 55 58

利息の支払額 △21 △7

法人税等の支払額 △3,576 △2,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,250 6,278
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △1,010

定期預金の払戻による収入 54 5

投資有価証券の取得による支出 △75 －

投資有価証券の売却による収入 175 －

関係会社株式の取得による支出 － △12

有形固定資産の取得による支出 △3,501 △1,274

有形固定資産の売却による収入 2 1

無形固定資産の取得による支出 △489 △523

貸付けによる支出 △10 △15

貸付金の回収による収入 19 12

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,888 △2,810

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 △1,000 △925

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △3 △0

配当金の支払額 △1,541 △1,384

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,545 △2,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 733 1,100

現金及び現金同等物の期首残高 17,405 18,139

現金及び現金同等物の期末残高 18,139 19,239
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（５）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社・・・・・２社（Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア、Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア） 

非連結子会社・・・・０社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当する会社はありません。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

連結財務諸表提出会社と同じもの・・・・・ ０社 

連結財務諸表提出会社と異なるもの・・・・ ２社 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(１)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・・ 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 
(２)デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
 
(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

製品・半製品・仕掛品・原材料・ 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 
 
(４)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産・・・・・ 提出会社では平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については

定額法、それ以外のものについては定率法、他の連結子会社では定額法 

無形固定資産・・・・・ 定額法 

長期前払費用・・・・・ 定額法 
 
(５)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

賞与引当金・・・・・・ 提出会社は、従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・ 提出会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上して

おります。 

退職給付引当金・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、主に各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。 
 
(６)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 
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(７)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションについて、振当処理の要件を満た

している場合には振当処理を適用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・為替予約、通貨スワップ、通貨オプション 

ヘッジ対象・・・・・・・外貨建輸入予定取引 

③ ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引に

関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 
 
(８)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法・・・・・ ·· 税抜き方式を採用しております。 

 

 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

 

 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項    
   

（連結損益計算書関係） 
 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

荷 造 運 搬 費 ８３７百万円 

見 本 費 ４３０百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，１７５百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ３１７百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 ２５９百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４６５百万円 

試 験 研 究 費 ３４４百万円 

減 価 償 却 費 ７２４百万円 

旅 費 交 通 費 ４５９百万円 

 

２. 販売費及び一般管理費と売上原価に含まれる研究開発費                 ４０６百万円 
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（連結包括利益計算書関係） 

 

当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金 

当期発生額 ３７０百万円

税効果額 △１２２百万円

その他有価証券評価差額金 ２４８百万円

繰延ヘッジ損益 

当期発生額 ２４百万円

税効果額 △８百万円

繰延ヘッジ損益 １６百万円

為替換算調整勘定 

当期発生額 △１７６百万円

税効果額 －百万円

為替換算調整勘定 △１７６百万円

その他の包括利益合計 ８８百万円

 

  

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 
 

前連結会計年度（自平成 22 年４月１日 至平成 23 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当連結会計年度期首

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注）1,2 610 0 0 610 

合計 610 0 0 610 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0 千株による増加であります。 

    ２.普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増し請求の売渡0千株による減少であります。 
 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 22 年４月 12 日 

取締役会 
普通株式 361 23 平成 22 年３月 31 日 平成 22 年５月 31 日

平成 22 年７月 12 日 

取締役会 
普通株式 393 25 平成 22 年６月 30 日 平成 22 年８月 31 日

平成 22 年 10 月 13 日 

取締役会 
普通株式 393 25 平成 22 年９月 30 日 平成 22年 11 月 30 日

平成 23 年１月 17 日 

取締役会 
普通株式 393 25 平成 22年 12月 31日 平成 23 年２月 28 日
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（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 23 年 4月 19 日 

取締役会 
普通株式 393 利益剰余金 25 平成 23年 3月 31日 平成 23 年 5月 31 日

 

 

 

当連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当連結会計年度期首

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注）1 610 0 － 611 

合計 610 0 － 611 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0 千株による増加であります。 

     

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 23 年４月 19 日 

取締役会 
普通株式 393 25 平成 23 年３月 31 日 平成 23 年５月 31 日

平成 23 年７月 12 日 

取締役会 
普通株式 314 20 平成 23 年６月 30 日 平成 23 年８月 31 日

平成 23 年 10 月 13 日 

取締役会 
普通株式 314 20 平成 23 年９月 30 日 平成 23年 11 月 30 日

平成 24 年１月 16 日 

取締役会 
普通株式 361 23 平成 23年 12月 31日 平成 24 年２月 29 日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 24 年 4月 11 日 

取締役会 
普通株式 361 利益剰余金 23 平成 24年 3月 31日 平成 24 年 5月 31 日

 
 
 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                                 (平成 24 年３月 31 日現在) 

現金及び預金  １９，６１０百万円 

現金及び預金のうち預入期間が３ヵ月を超えるもの  △ ３７０百万円 

現金及び現金同等物期末残高  １９，２３９百万円 
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（セグメント情報等） 

前連結会計年度（自平成 22 年４月１日 至平成 23 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 23 年４月１日  

至平成 24 年３月 31 日） 

当社及び連結子会社の事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントである 

ため、記載を省略しております。 
 

 

 

 

（税効果会計関係） 
 

１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳             
 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

 (平成 23 年３月 31 日) (平成 24 年３月 31 日) 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 １１７百万円 １２３百万円

賞与引当金 １６１百万円 １８３百万円

未払賞与に係る社会保険料 ２４百万円 ２８百万円

棚卸資産未実現利益 ３０百万円 ３２百万円

繰延ヘッジ損益 ２百万円 ―百万円

災害損失引当金 ２７４百万円 ―百万円

その他 ８百万円 １９百万円

計 ６２１百万円 ３８７百万円

繰延税金負債（流動） 

 繰延ヘッジ損益 ―百万円 △３百万円

計 ―百万円 △３百万円

繰延税金資産（流動）の純額 ６２１百万円 ３８４百万円

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 １１百万円 ４５百万円

役員退職慰労引当金（長期未払金） １５７百万円 １３３百万円

有価証券評価損 １４２百万円 １２５百万円

資産除去債務（差入保証金） １４百万円 １２百万円

ゴルフ会員権評価損 １３百万円 １１百万円

その他 ４百万円 ７百万円

計 ３４３百万円 ３３５百万円

繰延税金負債（固定） 

退職給付引当金（前払年金費用） △６６百万円 △７９百万円

繰延ヘッジ損益 △８百万円 △１１百万円

固定資産課税対象簿価圧縮額 △１９百万円 △７百万円

その他有価証券評価差額金 △５１百万円 △１７４百万円

計 △１４５百万円 △２７３百万円

繰延税金資産（固定）の純額 １９７百万円 ６２百万円
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（有価証券関係） 
 

前連結会計年度（平成 23 年３月 31 日） 

１．その他有価証券                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 
連 結 貸 借 対 

照 表 計 上 額 
取 得 原 価 差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 １，０２０ ５１５ ５０４ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 １，０２０ ５１５ ５０４ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 １，０６１ １，４３７ △３７５ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ － 

小計 １，１６１ １，５３７ △３７５ 

合計 ２，１８２ ２，０５２ １２９ 

  （注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 75 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握すること 

が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成 22 年４月１日 至平成 23 年３月 31 日） 

                                                                        （単位：百万円） 

種   類 売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(１)株式 １７５ １０１ － 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

合計 １７５ １０１ － 
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当連結会計年度（平成 24 年３月 31 日） 

１．その他有価証券                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 
連 結 貸 借 対 

照 表 計 上 額 
取 得 原 価 差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 １，８２５ １，１７４ ６５１ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ ０ 

小計 １，９２５ １，２７４ ６５１ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 ６２７ ７７８ △１５０ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 ６２７ ７７８ △１５０ 

合計 ２，５５２ ２，０５２ ５００ 

  （注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 75 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握すること 

が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自  平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 23 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日 

 １株当たり純資産額 3,857円 83銭   １株当たり純資産額 4,069 円 17 銭 

 １株当たり当期純利益 283 円 10 銭   １株当たり当期純利益 294 円 01 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前連結会計年度 

自  平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 23 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,453 4,624 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,453 4,624 

期中平均株式数（株） 15,730,617 15,730,070 

 
   

       
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,522 18,694

受取手形 5,023 6,026

売掛金 4,056 4,241

商品及び製品 2,477 2,939

仕掛品 165 155

原材料及び貯蔵品 1,443 1,505

前渡金 108 290

前払費用 135 126

繰延税金資産 590 352

未収消費税等 － 75

通貨スワップ － 4

通貨オプション 7 4

その他 36 13

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 31,563 34,424

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,241 23,314

減価償却累計額 △11,197 △11,841

建物（純額） 12,043 11,473

構築物 1,091 1,090

減価償却累計額 △847 △885

構築物（純額） 243 204

機械及び装置 18,578 22,435

減価償却累計額 △15,243 △16,889

機械及び装置（純額） 3,335 5,546

車両運搬具 190 195

減価償却累計額 △143 △161

車両運搬具（純額） 47 33

工具、器具及び備品 2,414 2,528

減価償却累計額 △2,098 △2,215

工具、器具及び備品（純額） 316 312

土地 9,069 9,069

建設仮勘定 4,283 982

有形固定資産合計 29,339 27,622

無形固定資産   

ソフトウエア 231 1,050

ソフトウエア仮勘定 642 226

電話加入権 13 13

その他 0 0

無形固定資産合計 888 1,291
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,257 2,627

関係会社株式 737 749

出資金 1 1

長期貸付金 2 13

従業員に対する長期貸付金 32 25

関係会社長期貸付金 1,297 1,133

破産更生債権等 12 6

長期前払費用 6 4

繰延税金資産 205 51

長期預金 － 1,000

前払年金費用 167 229

差入保証金 512 490

保険積立金 436 426

ゴルフ会員権 110 110

通貨スワップ 6 15

通貨オプション 14 15

その他 105 8

貸倒引当金 △20 △14

投資その他の資産合計 5,886 6,897

固定資産合計 36,113 35,810

資産合計 67,677 70,234

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,081 2,229

買掛金 1,426 1,604

1年内返済予定の長期借入金 925 －

未払金 581 752

未払費用 166 183

未払法人税等 1,565 1,762

未払消費税等 64 －

前受金 0 0

預り金 28 26

賞与引当金 407 494

役員賞与引当金 90 90

災害損失引当金 691 －

設備関係支払手形 380 479

通貨スワップ 10 －

為替予約 3 －

流動負債合計 8,421 7,623

固定負債   

退職給付引当金 － 87

長期未払金 394 384

その他 366 370

固定負債合計 760 842

負債合計 9,182 8,466
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,123 7,123

資本剰余金   

資本準備金 8,336 8,336

資本剰余金合計 8,336 8,336

利益剰余金   

利益準備金 564 564

その他利益剰余金   

別途積立金 19,300 19,300

繰越利益剰余金 26,400 29,410

利益剰余金合計 46,265 49,274

自己株式 △3,316 △3,317

株主資本合計 58,408 61,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78 326

繰延ヘッジ損益 9 25

評価・換算差額等合計 87 351

純資産合計 58,495 61,768

負債純資産合計 67,677 70,234
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

製品売上高 29,148 29,683

商品売上高 2,080 2,074

売上高合計 31,228 31,757

売上原価   

製品期首たな卸高 1,915 1,482

商品期首たな卸高 387 420

当期製品製造原価 13,848 15,595

当期商品仕入高 1,381 1,400

合計 17,533 18,899

他勘定振替高 356 458

製品期末たな卸高 1,482 1,934

商品期末たな卸高 420 434

売上原価合計 15,273 16,072

売上総利益 15,954 15,685

販売費及び一般管理費 7,880 8,382

営業利益 8,073 7,303

営業外収益   

受取利息 35 29

有価証券利息 0 0

受取配当金 108 111

受取賃貸料 1 －

助成金収入 27 －

その他 44 43

営業外収益合計 218 185

営業外費用   

支払利息 20 5

為替差損 154 23

賃貸収入原価 1 －

営業外費用合計 176 29

経常利益 8,115 7,459
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 －

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 101 －

特別利益合計 117 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産廃棄損 15 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

ゴルフ会員権評価損 10 －

50周年記念事業費 90 －

災害による損失 1,054 －

特別損失合計 1,203 3

税引前当期純利益 7,028 7,455

法人税、住民税及び事業税 3,057 2,800

法人税等調整額 △177 261

法人税等合計 2,879 3,061

当期純利益 4,148 4,393
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,123 7,123

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,123 7,123

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

資本剰余金合計   

当期首残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 564 564

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 564 564

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 19,300 19,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,300 19,300

繰越利益剰余金   

当期首残高 23,793 26,400

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,148 4,393

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,607 3,009

当期末残高 26,400 29,410

利益剰余金合計   

当期首残高 43,658 46,265

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,148 4,393

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,607 3,009

当期末残高 46,265 49,274
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △3,313 △3,316

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 △3,316 △3,317

株主資本合計   

当期首残高 55,803 58,408

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,148 4,393

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 2,604 3,008

当期末残高 58,408 61,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 345 78

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △267 248

当期変動額合計 △267 248

当期末残高 78 326

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 80 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71 16

当期変動額合計 △71 16

当期末残高 9 25

評価・換算差額等合計   

当期首残高 425 87

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △338 264

当期変動額合計 △338 264

当期末残高 87 351

純資産合計   

当期首残高 56,229 58,495

当期変動額   

剰余金の配当 △1,541 △1,384

当期純利益 4,148 4,393

自己株式の取得 △3 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △338 264

当期変動額合計 2,265 3,272

当期末残高 58,495 61,768
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）重要な会計方針 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

子会社株式・・・・・・・・・移動平均法による原価法 
 
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
 
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  商品・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

  製品・半製品・仕掛品・原材料・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 
 
４．固定資産の減価償却方法 

有形固定資産・・・・・・・・平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法、それ以外のものについては定率法 

無形固定資産・・・・・・・・ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法、それ以外のものについては定額法 

長期前払費用・・・・・・・・定額法 
 

５．引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております｡ 

賞与引当金・・・・・・・ 従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・・ 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。 

退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしております。 
 
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 
 
７．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションについて、振当処理の要件 

を満たしている場合には振当処理を適用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・・為替予約、通貨スワップ、通貨オプション 

ヘッジ対象・・・・・・・・外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金 

③ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引

及び外貨建買掛金に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しており

ます。 
 
８．その他財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の処理方法・・・・・税抜き方式を採用しております。 
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（６）個別財務諸表に関する注記事項 
 

（損益計算書関係） 

 

１．販売費に属する費用のおおよその割合は 59.4％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 40.6％であ 

ります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷 造 運 搬 費 ８３７百万円 

見 本 費 ４２９百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，１６２百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ３１７百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 ２５８百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４６２百万円 

試 験 研 究 費 ３４４百万円 

減 価 償 却 費 ７２１百万円 

旅 費 交 通 費 ４５５百万円 

 

２．研究開発費の総額 

  販売費及び一般管理費と当期総製造費用に含まれる研究開発費        ４０６百万円 

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成 22 年４月１日 至平成 23 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度期首株

式数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注）1,2 610 0 0 610 

合計 610 0 0 610 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0千株による増加であります。 

   ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増し請求の売渡 0千株による減少で 

あります。 

 

当事業年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度期首株

式数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注）1 610 0 － 611 

合計 610 0 － 611 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0千株による増加であります。 
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（税効果会計関係） 
 

         １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 

 (平成 23 年３月 31 日) (平成 24 年３月 31 日) 

繰延税金資産（流動）    

 未払事業税 １１７百万円  １２３百万円

 賞与引当金 １６１百万円  １８３百万円

 未払賞与に係る社会保険料 ２４百万円  ２８百万円

 繰延ヘッジ損益 ２百万円  ―百万円

 災害損失引当金 ２７４百万円  ―百万円

 その他 ８百万円  １９百万円

計 ５９０百万円  ３５５百万円

繰延税金負債（流動）   

 繰延ヘッジ損益 ―百万円  △３百万円

計 ―百万円  △３百万円

繰延税金資産（流動）の純額 ５９０百万円  ３５２百万円

   

繰延税金資産（固定）   

 退職給付引当金 －百万円  ３０百万円

 役員退職慰労引当金（長期未払金） １５７百万円  １３３百万円

有価証券評価損 １４２百万円  １２５百万円

資産除去債務（差入保証金） １４百万円  １２百万円

ゴルフ会員権評価損 １３百万円  １１百万円

その他 ４百万円  ３百万円

計 ３３２百万円  ３１６百万円

繰延税金負債（固定）   

 退職給付引当金（前払年金費用） △６６百万円  △７９百万円

 繰延ヘッジ損益 △８百万円  △１１百万円

 その他有価証券評価差額金 △５１百万円  △１７４百万円

計 △１２６百万円  △２６５百万円

繰延税金資産（固定）の純額 ２０５百万円  ５１百万円
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

自  平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 23 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日 

 １株当たり純資産額 3,718円 65銭   １株当たり純資産額 3,926 円 79 銭 

 １株当たり当期純利益 263 円 75 銭   １株当たり当期純利益 279 円 33 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前事業年度 

自  平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 23 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,148 4,393 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,148 4,393 

期中平均株式数（株） 15,730,617 15,730,070 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 
６．その他 

 
（１） 役員の異動 

１．代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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