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1.  平成24年12月期第2四半期の業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 4,104 △1.2 949 1.5 964 1.1 550 0.4
23年12月期第2四半期 4,152 2.3 935 13.2 954 12.4 548 12.5

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12月期第2四半期 105.36 ―
23年12月期第2四半期 104.97 ―

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12月期第2四半期 13,232 11,033 83.4 2,112.01
23年12月期 12,867 10,760 83.6 2,059.76
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  11,033百万円 23年12月期  10,760百万円

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12月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 60.00 60.00

3. 平成24年12月期の業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 8,200 4.3 1,720 3.9 1,740 2.3 970 3.8 185.68



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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） 

※  注記事項

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12月期2Q 5,710,000 株 23年12月期 5,710,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 485,950 株 23年12月期 485,926 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 5,224,055 株 23年12月期2Q 5,224,130 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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績見通し等に関する事項は、［添付資料］Ｐ．２「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災から１年が経過し緩やかながらも復興傾向にあるも

のの、昨年度より引き続き原発事故、為替変動、原油価格の上昇、欧州債務問題等により、先行きは依然不透明な

状況が続いております。 

医療行政においては、医療機器産業界が大きく影響を受ける２年毎の診療報酬改定が平成24年４月１日付で実施

されました。業界としては材料価格が約500億円のマイナス改定となりましたが、医科における診療報酬は4,700億

円のプラス改定となり、特に重点配分の小児・周産期を含んだ救急医療、在宅医療、手術等に貢献する医療技術商

品やサービスの需要拡大が期待されるところです。 

このような状況の中で当社では、第４創業運動の10年間ビジョン（ＭＥＣ／１３ビジョン）である「 も信頼さ

れる治療機器サービスプラットフォームづくり」を目指し、（１）安全管理サービス（２）商品サービス（３）レ

ンタルサービス（４）メンテナンスサービス（５）教育サービスの５つの支援サービスの実践によって利益を成長

させるサービスプラットフォーム企業への変革を推進してまいります。 

営業面におきましては、平成24年３月より独国ゲラサーム社製体温管理機器の新商品である「ユニークテンプ」

の販売を開始いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,104百万円（前年同四半期比1.2％減）となり、利益面において

は、営業利益は949百万円（前年同四半期比1.5％増）、経常利益は964百万円（前年同四半期比1.1％増）、四半期

純利益は550百万円（前年同四半期比0.4％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の資産につきましては、現金及び預金の増加（208百万円）、売上債権の減少（238百万

円）、有価証券の増加（406百万円）等により、13,232百万円（前期比364百万円増）となりました。 

負債につきましては、買掛金の増加（15百万円）、賞与引当金の増加（65百万円）、役員賞与引当金の減少（17

百万円）等により、2,199百万円（前期比92百万円増）となりました。 

純資産につきましては、四半期純利益による増加（550百万円）等により、11,033百万円（前期比272百万円増）

となりました。  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年２月13日付「平成23年12月期決算短信（非連結）」にて発

表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

（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。 

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,350,745 6,558,936

受取手形及び売掛金 1,574,874 1,336,852

有価証券 296,900 703,095

商品 724,701 704,824

仕掛品 2,130 3,552

繰延税金資産 136,359 162,503

その他 33,470 54,511

貸倒引当金 △11,000 △7,990

流動資産合計 9,108,180 9,516,285

固定資産   

有形固定資産 1,541,540 1,507,905

無形固定資産 109,373 97,049

投資その他の資産   

投資有価証券 1,215,301 1,239,030

その他 893,599 872,709

投資その他の資産合計 2,108,900 2,111,740

固定資産合計 3,759,813 3,716,695

資産合計 12,867,994 13,232,980

負債の部   

流動負債   

買掛金 354,419 369,905

未払法人税等 445,434 442,816

賞与引当金 206,979 272,692

役員賞与引当金 42,200 24,800

その他 460,028 489,440

流動負債合計 1,509,061 1,599,655

固定負債   

退職給付引当金 475,031 474,236

役員退職慰労引当金 123,584 125,817

固定負債合計 598,615 600,054

負債合計 2,107,677 2,199,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,111,500 1,111,500

資本剰余金 1,233,883 1,233,883

利益剰余金 9,237,959 9,474,925

自己株式 △646,775 △646,812

株主資本合計 10,936,566 11,173,495

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △174,764 △140,214

繰延ヘッジ損益 △1,484 △10

評価・換算差額等合計 △176,249 △140,224

純資産合計 10,760,317 11,033,271

負債純資産合計 12,867,994 13,232,980
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,152,987 4,104,487

売上原価 2,059,845 2,023,423

売上総利益 2,093,141 2,081,064

販売費及び一般管理費 1,157,329 1,131,231

営業利益 935,812 949,832

営業外収益   

受取利息 15,473 9,920

受取配当金 1,974 1,974

為替差益 1,639 888

その他 4,424 7,886

営業外収益合計 23,511 20,669

営業外費用   

売上割引 4,701 4,704

その他 － 900

営業外費用合計 4,701 5,604

経常利益 954,622 964,897

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,463 －

特別利益合計 3,463 －

特別損失   

固定資産除売却損 1,089 6,763

特別損失合計 1,089 6,763

税引前四半期純利益 956,996 958,134

法人税、住民税及び事業税 462,653 434,272

法人税等調整額 △54,017 △26,548

法人税等合計 408,635 407,723

四半期純利益 548,360 550,410
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１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 956,996 958,134

減価償却費 219,024 171,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,463 △3,010

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,800 65,713

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,300 △17,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,132 △794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,690 2,232

受取利息及び受取配当金 △17,447 △11,895

為替差損益（△は益） △1,395 47

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,089 6,763

売上債権の増減額（△は増加） 454,492 238,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △232,748 21,089

仕入債務の増減額（△は減少） △62,283 15,486

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,495 △5,649

その他 △673 7,877

小計 1,378,419 1,447,747

利息及び配当金の受取額 16,959 12,551

法人税等の支払額 △318,637 △438,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,076,740 1,022,004

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 △600,000 －

定期預金の払戻による収入 400,000 －

有価証券の取得による支出 － △503,095

有価証券の売却及び償還による収入 － 396,900

有形固定資産の取得による支出 △123,954 △118,954

無形固定資産の取得による支出 △4,730 △9,810

投資有価証券の取得による支出 △412,698 △100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 27,401 32,823

差入保証金の差入による支出 △1,276 △1,044

その他 2,329 1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △712,929 △301,754

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △36

配当金の支払額 △311,906 △311,973

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,906 △312,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 51,905 408,191

現金及び現金同等物の期首残高 5,315,179 6,350,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,367,084 6,758,936
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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、医用電子機器関連事業の単一セグメントであり、セグメントごとの業績は記載を省略しておりま

す。 

（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

（６）セグメント情報等
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