
  

１．平成25年８月期第１四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成24年11月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年８月期第１四半期  2,978  △1.3  816  1.5  921  8.8  563  13.2

24年８月期第１四半期  3,018  6.5  804  11.6  847  15.6  497  23.8

（注）包括利益 25年８月期第１四半期 627百万円（ ％） 20.7   24年８月期第１四半期 519百万円 （ ％） 13.3

  
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８月期第１四半期  16.37  －

24年８月期第１四半期  14.46  －

  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８月期第１四半期  33,526  30,502  91.0  885.50

24年８月期  34,988  31,080  88.8  902.29

（参考）自己資本 25年８月期第１四半期 30,502百万円   24年８月期 31,080百万円 

  
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８月期  － 0.00 － 35.00  35.00

25年８月期  －       
25年８月期（予想）   0.00 － 35.00  35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年８月期の連結業績予想（平成24年９月１日～平成25年８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）  6,412  3.6  1,724  9.9  1,741  2.7  1,064  11.5  30.90

通期  15,450  1.8  4,834  4.1  4,886  2.1  2,991  26.1  86.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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

（注）詳細は、添付資料の３ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期１Ｑ 38,236,000株 24年８月期 38,236,000株

②  期末自己株式数 25年８月期１Ｑ 3,789,416株 24年８月期 3,789,371株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期１Ｑ 34,446,597株 24年８月期１Ｑ 34,446,653株

この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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きは終了しておりません。

本資料に記載されている業務見直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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。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、添付資料の２ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。
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 当第１四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災からの復旧・復興需要を背景に、穏やかな景気

回復の動きも見られましたが、欧州経済危機に端を発した世界経済の停滞、円高の長期化、日中関係の悪化等の

懸念される事項も多く、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 医療・介護業界におきましては、４月実施の診療報酬及び介護報酬のプラス改定を受け、業界は安定化しつつ

あります。しかしながら、年々増加する社会保障費の財源問題は解決されておらず、中長期的には未だ不透明感

が強い環境下にあるものと思われます。 

 メディカルウェア業界におきましては、市場の安定を背景に概ね業界は順調でありました。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、前年同期の売上高が東日本大震災の影響

による更新遅れ物件の発生と患者衣の大口納入により6.5%の伸びであったために当第１四半期連結累計期間は若

干の減収となりましたものの、更新物件もほぼ予定通り受注できており、全体としては順調に推移しているもの

と考えております。 

 生産に関する状況といたしましては、各種原材料価格の上昇や中国をはじめ東南アジア諸国の諸物価高騰懸念

はあるものの、当社グループにおきましては、海外生産シフト率の向上及び為替リスクヘッジのための先物予約

による円高効果により、売上高総利益率は、0.19％改善することができました。営業外収支といたしましては、

外貨預金の為替差益により、62百万円好転いたしました。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては29億78百万円（前年同期比1.3％

減）、営業利益は8億16百万円（同1.5％増）、経常利益は9億21百万円（同8.8％増）、四半期純利益は5億63百万

円（同13.2％増）を計上いたしました。  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。 

  

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は335億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億62百万円減少

いたしました。流動資産合計は233億６百万円となり18億89百万円減少し、主な要因は、現金及び預金の減少13

億73百万円、受取手形及び売掛金の減少６億72百万円等であります。固定資産合計は102億19百万円となり、４

億26百万円増加いたしました。その内訳として有形固定資産は76億92百万円となり３億75百万円増加、無形固定

資産は82百万円となり微減、投資その他の資産は24億43百万円となり53百万円増加いたしました。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は30億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億84百万円減少い

たしました。流動負債合計は24億49百万円となり８億91百万円減少し、主な要因は、未払法人税等の減少10億32

百万円等であります。固定負債合計は５億74百万円となり、６百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は305億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億78百万円減

少いたしました。主な要因は、剰余金の配当12億５百万円による減少、当四半期純利益５億63百万円の計上によ

る増加であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の88.8％から91.0％となりました。 

  

 平成24年８月期決算発表時（平成24年10月１日）の予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取

得した有形固定資産のうち定率法を採用するものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

  なお、これに伴う当第１四半期連結累計期間の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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,627,769 15,254,528

受取手形及び売掛金 4,219,658 3,547,619

有価証券 716,590 216,630

たな卸資産 3,396,201 3,999,546

その他 237,740 290,216

貸倒引当金 △2,125 △1,785

流動資産合計 25,195,835 23,306,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,793,038 1,765,536

機械装置及び運搬具（純額） 501,818 541,986

土地 4,962,615 4,962,615

建設仮勘定 24,424 389,600

その他（純額） 34,871 32,713

有形固定資産合計 7,316,768 7,692,452

無形固定資産 86,325 82,980

投資その他の資産   

投資有価証券 1,665,205 1,686,168

その他 726,748 759,476

貸倒引当金 △1,902 △1,800

投資その他の資産合計 2,390,051 2,443,844

固定資産合計 9,793,146 10,219,278

資産合計 34,988,981 33,526,034

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,362,891 1,478,171

未払法人税等 1,353,288 320,857

賞与引当金 81,933 160,433

その他 542,448 489,557

流動負債合計 3,340,561 2,449,020

固定負債   

退職給付引当金 321,402 328,144

役員退職慰労引当金 153,500 156,340

その他 92,641 89,940

固定負債合計 567,544 574,425

負債合計 3,908,105 3,023,445
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,925,273 1,925,273

資本剰余金 2,358,190 2,358,190

利益剰余金 29,972,867 29,331,047

自己株式 △3,172,297 △3,172,353

株主資本合計 31,084,034 30,442,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 173 13,600

繰延ヘッジ損益 △3,331 46,831

その他の包括利益累計額合計 △3,157 60,431

純資産合計 31,080,876 30,502,588

負債純資産合計 34,988,981 33,526,034
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 3,018,125 2,978,967

売上原価 1,602,706 1,576,077

売上総利益 1,415,418 1,402,899

販売費及び一般管理費 611,157 586,649

営業利益 804,261 816,240

営業外収益   

受取利息 4,354 4,701

受取配当金 89 93

受取賃貸料 17,136 16,048

為替差益 30,746 91,425

雑収入 2,909 3,287

営業外収益合計 55,236 115,556

営業外費用   

固定資産賃貸費用 12,198 10,197

雑損失 0 1

営業外費用合計 12,199 10,198

経常利益 847,298 921,597

特別損失   

固定資産除売却損 726 1,759

投資有価証券評価損 395 －

特別損失合計 1,121 1,759

税金等調整前四半期純利益 846,177 919,838

法人税、住民税及び事業税 308,992 334,925

法人税等調整額 39,250 21,101

法人税等合計 348,242 356,026

少数株主損益調整前四半期純利益 497,935 563,811

四半期純利益 497,935 563,811
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 497,935 563,811

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,629 13,426

繰延ヘッジ損益 23,666 50,163

その他の包括利益合計 22,037 63,589

四半期包括利益 519,972 627,400

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 519,972 627,400
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 該当事項はありません。 

  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

 ①販売実績 

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、品目別情報を記載し

ております。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）販売の状況

品目別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年９月１日 
至 平成24年11月30日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  2,934,619  98.7

 （ヘルスケアウェア）  (1,654,803)  (96.8)

 （ドクターウェア）  (455,771)  (107.0)

 （ユーティリティウェア）  (170,270)  (92.0)

 （患者ウェア）  (304,477)  (96.0)

 （手術ウェア）  (295,639)  (103.6)

 （その他）  (53,657)  (110.1)

シューズ（千円）  44,347  96.0

合計（千円）  2,978,967  98.7
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