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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 7,734 △1.4 297 △18.7 300 △18.2 183 △14.1
24年3月期第1四半期 7,843 9.5 365 9.2 367 9.0 213 7.6

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

25年3月期第1四半期 15.01 ―
24年3月期第1四半期 17.43 ―

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

25年3月期第1四半期 15,681 7,089 45.2 580.93
24年3月期 16,595 7,259 43.7 594.88
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,089百万円 24年3月期  7,259百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 28.00 28.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 29.00 29.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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）

（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

第2四半期(累計) 16,087 2.6 735 △3.1 738 △3.3 449 1.5 36.84
通期 34,049 3.3 1,652 0.2 1,657 0.0 1,009 5.7 82.74



(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「2．サマリー情報（注記事項）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」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 

詳細は、添付資料P.3「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 12,303,400 株 24年3月期 12,303,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 100,377 株 24年3月期 100,348 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,203,032 株 24年3月期1Q 12,236,019 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24年5月9日に公表した平成24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１四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。 

また、平成24年４月の診療報酬の改定については、全体としてはプラス改定であったものの、薬価・医療材料に

ついては償還価格が引き下げられ、心臓カテーテルやペースメーカーといった当社の主力商品についても、販売価

格が低下することとなりました。 

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１四半期累計期間における当社全体の売上高は7,734,416千円（前年同期比1.4％減少）、経常利

益は300,762千円（前年同期比18.2％減少）、四半期純利益は183,158千円（前年同期比14.1％減少）となりまし

た。 

  

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）や、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等の販売数量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。 

しかしながら、償還価格の引き下げにより、主力商品の販売価格が低下したこと等から、消耗品関連の売上高は

7,600,857千円（前年同期比2.3％減少）、売上総利益は985,966千円（前年同期比4.0％減少）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、その他の売上高は133,558千円（前年同期比117.9％増加）、売上総利益は16,675千円（前年同期比

38.0％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913,776千円減少し、15,681,279千円となりました。これは、現金及び預金が

265,202千円、受取手形及び売掛金が747,560千円それぞれ減少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743,613千円減少し、8,592,150千円となりました。これは、支払手形及び買掛金が

543,204千円減少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170,163千円減少し、7,089,129千円となりました。これは、前期の配当金の支払

により341,685千円減少した一方、四半期純利益により183,158千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１四半期累計期間 
自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

当第１四半期累計期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30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  7,782,142 99.2 7,600,857 98.3  △181,284 △2.3

その他売上 61,280 0.8 133,558 1.7  72,277 117.9

 合計 7,843,423 100.0 7,734,416 100.0  △109,007 △1.4



②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半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265,202千円減少し、

3,715,790千円となりました。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620,560千円（前年同期は

678,888千円の収入）ある一方、法人税等を419,595千円支払ったこと（前年同期は286,792千円の支払）等によ

り、202,246千円の収入（前年同期は392,996千円の収入）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41,654千円の支出（前年同期は46,101千円

の支出）があったこと等により、105,945千円の支出（前年同期は48,450千円の支出）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341,685千円支払ったこと（前年同期は307,576千円の

支払）等により、361,502千円の支出（前年同期は388,600千円の支出）となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間においては、平成24年４月に診療報酬の改定が実施され、それに伴って当社の主要取扱商

品である特定保険医療材料の償還価格が引き下げられたことにより、販売価格が下落いたしましたが、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、概ね計画どおりに推移いたしま

した。 

 従いまして、平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月９日に公表した平成24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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

減価償却方法の変更 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益への影響は、軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,980,992 3,715,790

受取手形及び売掛金 9,833,567 9,086,007

商品 696,440 673,750

その他 355,175 444,568

貸倒引当金 △310 △290

流動資産合計 14,865,866 13,919,827

固定資産   

有形固定資産 1,196,932 1,184,446

無形固定資産 122,474 177,916

投資その他の資産 409,782 399,089

固定資産合計 1,729,189 1,761,452

資産合計 16,595,056 15,681,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,315,534 7,772,329

1年内返済予定の長期借入金 41,000 21,200

未払法人税等 419,241 120,397

賞与引当金 130,302 62,543

その他 239,948 417,830

流動負債合計 9,146,026 8,394,301

固定負債   

退職給付引当金 188,737 196,848

その他 1,000 1,000

固定負債合計 189,737 197,848

負債合計 9,335,763 8,592,150

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 6,764,610 6,606,083

自己株式 △61,202 △61,219

株主資本合計 7,230,908 7,072,364

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,383 16,765

評価・換算差額等合計 28,383 16,765

純資産合計 7,259,292 7,089,129

負債純資産合計 16,595,056 15,681,279



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,843,423 7,734,416

売上原価 6,803,863 6,731,773

売上総利益 1,039,560 1,002,642

販売費及び一般管理費 674,282 705,553

営業利益 365,277 297,089

営業外収益   

受取利息 178 161

受取配当金 1,132 1,232

不動産賃貸料 912 912

その他 689 1,504

営業外収益合計 2,911 3,811

営業外費用   

支払利息 438 114

自己株式取得費用 224 －

その他 22 22

営業外費用合計 685 137

経常利益 367,504 300,762

特別利益   

投資有価証券売却益 36 －

特別利益合計 36 －

特別損失   

固定資産除却損 36 59

特別損失合計 36 59

税引前四半期純利益 367,504 300,703

法人税等 154,241 117,544

四半期純利益 213,263 183,158



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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 367,504 300,703

減価償却費 39,233 32,201

売上債権の増減額（△は増加） △287,506 747,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,888 29,417

仕入債務の増減額（△は減少） 379,554 △543,204

その他 127,213 53,883

小計 678,888 620,560

法人税等の支払額 △286,792 △419,595

その他 900 1,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,996 202,246

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 △46,101 △41,654

投資有価証券の売却による収入 64 －

その他 △2,413 △64,291

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,450 △105,945

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 △19,800 △19,800

自己株式の取得による支出 △61,224 △17

配当金の支払額 △307,576 △341,685

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,600 △361,502

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） △44,055 △265,202

現金及び現金同等物の期首残高 4,026,709 3,980,992

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,982,654 3,715,790



 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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