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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株
当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

25年3月期第3四半期 10,827 △0.8 2,459 △17.7 2,535 △16.7 1,248 △11.6
24年3月期第3四半期 10,914 3.7 2,989 8.7 3,045 8.1 1,411 △3.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,232百万円 （△11.4％） 24年3月期第3四半期 1,391百万円 （△1.5％）

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

25年3月期第3四半期 133.39 ―
24年3月期第3四半期 150.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 36,316 31,618 87.1
24年3月期 35,960 30,900 85.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  31,618百万円 24年3月期  30,900百万円

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  
25年３月期（予想）の配当金につきましては、平成24年10月１日を効力発生日とする普通株式１株を10株に分割する株式分割を考慮した額を記載しております。
なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は期末550円00銭となります。 

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 ― 550.00 550.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 55.00 55.00

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、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  
平成25年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、平成24年10月１日を効力発生日とする普通株式１株を10株に分割する株式分
割を考慮した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、通期2,165円62銭となります。 

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 14,730 4.3 3,311 △9.7 3,375 △9.9 2,026 △0.3 216.56



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ３「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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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はありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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Ｐ２「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。 

※  注記事項

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   ：  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3Q 9,440,000 株 24年3月期 9,440,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 82,120 株 24年3月期 82,120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 9,357,880 株 24年3月期3Q 9,357,880 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

       当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連事業等の経済政策により、一部に緩やかな景気

      回復の動きが見られたものの、長期化する円高の影響や欧州債務危機に加え、中国をはじめとする新興国の成長鈍

      化などにより、依然として先行きに対する不透明感は払拭できない状況となっております。 

       当社グループの属する医療関連業界におきましては、持続可能な医療保険制度を堅持し、効率的かつ効果的な医

      療資源の配分の重要性を踏まえ、平成24年度の診療報酬改定が行われています。平成24年度の診療報酬の本体部分

      は、プラス改定となりましたが、診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体（ネット）の改定率に変化はありませ 

      ん。医療を取り巻く環境は、引き続き厳しく、関連各企業におきましては、強く効率化の推進が必要とされる状況

      にあります。 

   このような事業環境下におきまして、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は10,827百万円（前年同四半期比

  0.8％減）、連結営業利益は2,459百万円（同17.7％減）、連結経常利益は2,535百万円（同16.7％減）、連結四半 

  期純利益は1,248百万円（同11.6％減）となりました。 

   

   当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりであります。  

    人工透析類におきましては、4,085百万円（前年同四半期比5.9％減）となりました。静脈留置針類におきまして

  は、当社の開発した止血弁付安全静脈留置針の販売数量増加により、3,022百万円（同8.2％増）となりました。ア

  ンギオ類におきましては、3,699百万円（同1.4％減）となりました。  

 なお、当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。   

 総資産は前連結会計年度末に比べ、356百万円増加し36,316百万円となりました。 

 流動資産は同436百万円増の26,659百万円、固定資産は同80百万円減の9,657百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の増加326百万円によるものです。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、361百万円減少し4,698百万円となりました。 

 流動負債は同517百万円減の2,589百万円、固定負債は同156百万円増の2,109百万円となりました。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、718百万円増加し31,618百万円となりました。この主な要因は、当四

半期純利益の計上と配当金の支払い等により、差引き利益剰余金が672百万円増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は87.1％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。通期の見通しにつきましては、平成24年４

   月、保険償還価格の改定が行われ、医療関連業界並びに当社グループにおきましても、大きな影響を及ぼすものと

   予想されます。製造部門・販売部門が一体となり、医療現場でのニーズを的確に把握し、新製品を開発、上市する

   事により、商品を差別化し、拡販してまいります。製造部門におきましても、引き続き、原価低減に努めてまいり

   ます。 

    通期の業績予想につきましては、連結売上高14,730百万円（前年同期比4.3％増）、保険償還価格の改定等の要 

      因により、連結営業利益3,311百万円（同9.7％減）、連結経常利益3,375百万円（同9.9％減）、連結当期純利益 

      2,026百万円（同0.3％減）を計画しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計方針の変更  

  （減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,971,346 20,297,619

受取手形及び売掛金 3,487,955 3,788,349

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 779,963 591,147

仕掛品 772,302 808,935

原材料及び貯蔵品 263,888 331,395

繰延税金資産 226,093 107,024

その他 220,983 235,041

貸倒引当金 △354 △384

流動資産合計 26,222,178 26,659,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,420,561 3,365,519

機械装置及び運搬具（純額） 1,245,647 1,252,364

工具、器具及び備品（純額） 1,190,156 1,173,615

土地 2,499,235 2,510,141

建設仮勘定 164,324 130,531

有形固定資産合計 8,519,925 8,432,173

無形固定資産 18,443 29,933

投資その他の資産   

投資有価証券 358,502 327,209

保険積立金 109,409 67,811

繰延税金資産 617,491 682,857

その他 120,330 123,865

貸倒引当金 △6,001 △6,001

投資その他の資産合計 1,199,731 1,195,742

固定資産合計 9,738,100 9,657,849

資産合計 35,960,278 36,316,978
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,638,151 1,620,103

未払法人税等 711,324 270,433

賞与引当金 287,782 146,190

その他 469,850 552,579

流動負債合計 3,107,109 2,589,306

固定負債   

退職給付引当金 238,339 228,418

役員退職慰労引当金 1,086,626 1,113,040

訴訟損失引当金 － 129,938

資産除去債務 9,024 9,064

その他 618,948 628,867

固定負債合計 1,952,938 2,109,328

負債合計 5,060,048 4,698,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 19,515,521 20,188,162

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 30,944,923 31,617,564

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,196 779

為替換算調整勘定 △60,889 －

その他の包括利益累計額合計 △44,693 779

純資産合計 30,900,230 31,618,343

負債純資産合計 35,960,278 36,316,978
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 10,914,585 10,827,777

売上原価 5,607,686 5,957,389

売上総利益 5,306,898 4,870,387

販売費及び一般管理費 2,317,843 2,411,306

営業利益 2,989,054 2,459,081

営業外収益   

受取利息 13,243 13,682

受取配当金 8,442 9,642

受取地代家賃 22,845 23,744

その他 27,404 39,482

営業外収益合計 71,935 86,552

営業外費用   

支払利息 6,795 6,972

為替差損 5,894 －

減価償却費 2,362 2,190

その他 621 705

営業外費用合計 15,675 9,868

経常利益 3,045,314 2,535,764

特別損失   

固定資産売却損 30,079 －

固定資産除却損 683 0

減損損失 1,267 4,493

投資有価証券評価損 68,678 6,958

訴訟損失引当金繰入額 － 129,938

その他 3,575 －

特別損失合計 104,283 141,390

税金等調整前四半期純利益 2,941,031 2,394,374

法人税、住民税及び事業税 1,342,518 1,083,541

法人税等調整額 187,084 62,619

法人税等合計 1,529,602 1,146,160

少数株主損益調整前四半期純利益 1,411,429 1,248,213

四半期純利益 1,411,429 1,248,213
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,411,429 1,248,213

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31,372 △15,416

為替換算調整勘定 △51,037 －

その他の包括利益合計 △19,664 △15,416

四半期包括利益 1,391,764 1,232,796

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,391,764 1,232,796

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

  当社グループは、医療機器の製造・販売事業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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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