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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
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      25年３月期期末配当金の内訳          普通配当25円00銭  記念配当5円00銭 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 23,291 4.1 2,578 24.1 2,562 23.7 1,563 22.4
25年３月期第２四半期 22,372 1.0 2,077 △20.7 2,070 △0.6 1,277 3.4

(注)包括利益 26年３月期第２四半期 1,758百万円 ( 22.8％)25年３月期第２四半期 1,431百万円 ( 21.3％)

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

26年３月期第２四半期 81.59 －
25年３月期第２四半期 66.67 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 59,870 40,864 68.3
25年３月期 61,775 39,681 64.2

(参考)自己資本 26年３月期第２四半期 40,864百万円 25年３月期 39,681百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 － 30.00 － 30.00 60.00

26年３月期 － 25.00

26年３月期(予想) － 25.00 50.00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％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
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 50,100 4.1 5,400 1.9 5,360 1.9 3,220 0.3 168.02



  

 

 

 
  

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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了

していません。 

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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Ｐ.３「１.当四半期決算に関する定

性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 20,688,135株 25年３月期 20,688,135株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,524,366株 25年３月期 1,524,190株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 19,163,827株 25年３月期２Ｑ 19,164,067株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策を背景に、円安の進行や株価の上

昇、個人消費の持ち直し、非製造業設備投資の伸長など国内景気回復の兆しが見られました。一方で、

電気料金や原材料価格の上昇、米国、欧州、新興国及び中東などの海外情勢の不透明さなどから先行き

楽観できない状況が続きました。  

  

このような事業環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、232億91百

万円（前年同四半期比4.1％増）となりました。  

  

部門別状況は次のとおりであります。 

研究・産業機器部門 

  科学機器分野では、ライフサイエンス関連の分析機器等が牽引し当第２四半期の売上高は133億59百

万円（前年同四半期比7.8％増）となりました。一方、製造現場を対象とする産業機器分野では、スマ

ートフォン関連や自動車関連は動きが活発化したものの、その他は円安等による原材料のコストアップ

等から機器・消耗品のコスト管理が厳格化する等、景況の二極化が見られました。当第２四半期同分野

の売上高は46億90百万円（同0.1％増）となり、当第２四半期の部門売上高合計は180億49百万円（同

5.7％増）となりました。 

病院・介護部門 

  下期にかけての医院開業や施設開設等引合案件数は前年を上回っているものの、前年同四半期には病

院の耐震強化関連案件等、比較的高額の取扱いが多かったことの反動もあり、当第２四半期の部門売上

高は52億41百万円（同1.0％減）となりました。 

  

販売費及び一般管理費につきましては、45億48百万円と前年同四半期に比し２億77百万円減少いたし

ました。これは、主として前年同四半期において研究・産業機器部門における主力カタログである総合

カタログを発刊したのに対し、当第２四半期連結累計期間においてはページ数・発行部数ともに少ない

専門カタログのみの発刊となったこと等により、広告宣伝費が２億72百万円減少したことによるもので

あります。具体的には、今年度は「ナビス介護施設カタログ創刊号」、「亜速旺実験用機器・耗材目録

6000号（中文カタログ）」及び「サニーフーズ食品検査・衛生管理用品カタログ2013」の３種を発刊

し、営業活動に活用いたしました。 

  

この結果、営業利益は25億78百万円（前年同四半期比24.1％増）、経常利益は25億62百万円（同

23.7％増）、四半期純利益は15億63百万円（同22.4％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、598億70百万円（前連結会計年度末比19億５百万円減）

となりました。このうち流動資産は、412億80百万円（同36億66百万円減）となりました。これは、主

として受取手形及び売掛金が26億76百万円減少したこと、現金及び預金が９億43百万円減少したこと等

によるものであります。固定資産は、185億90百万円（同17億61百万円増）となりました。これは、主

として債券の購入等により投資有価証券が21億93百万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

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、190億５百万円（前連結会計年度末比30億88百万円減）

となりました。このうち流動負債は、124億17百万円（同６億83百万円減）となりました。これは、主

として支払手形及び買掛金が６億53百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、65億87

百万円（同24億４百万円減）となりました。これは、主として長期借入金が繰上返済の20億円を含め24

億50百万円減少したこと等によるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、408億64百万円（前連結会計年度末比11億83百万円増）と

なりました。これは、主として利益剰余金が９億88百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億56百万円増加

し、72億21百万円となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億49百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増

減額による７億57百万円の支出、法人税等の支払による８億11百万円の支出等があった一方、税金等調

整前四半期純利益による25億62百万円の収入、売上債権の増減額による26億96百万円の収入等があった

ことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億44百万円の支出となりました。これは、定期預金の払戻

による10億円の収入、投資有価証券の償還による10億円の収入等があった一方、投資有価証券の取得に

よる20億22百万円の支出等があったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、29億11百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返

済による23億円の支出、配当金の支払による５億74百万円の支出等があったことによるものです。 

  

現時点では平成25年５月14日公表の業績予想は変更しておりません。  

  

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  

 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 

 該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等  

 該当事項はありません。 
 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,305,022 19,361,605 

受取手形及び売掛金 17,974,358 15,297,378 

有価証券 1,491,241 698,763 

たな卸資産 4,586,576 5,356,406 

繰延税金資産 320,209 307,060 

その他 295,821 281,677 

貸倒引当金 △26,409 △22,664 

流動資産合計 44,946,821 41,280,226 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,195,806 2,125,677 

土地 3,434,558 3,434,558 

その他（純額） 464,769 416,368 

有形固定資産合計 6,095,133 5,976,604 

無形固定資産 1,822,709 1,618,382 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,774,449 5,968,289 

繰延税金資産 57,075 21,224 

投資不動産（純額） 4,513,551 4,447,015 

その他 614,750 612,969 

貸倒引当金 △48,753 △54,179 

投資その他の資産合計 8,911,074 10,995,319 

固定資産合計 16,828,917 18,590,306 

資産合計 61,775,738 59,870,532 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,100,626 9,446,685 

短期借入金 815,894 953,646 

未払法人税等 828,619 1,015,769 

賞与引当金 431,219 355,116 

その他 925,612 646,781 

流動負債合計 13,101,972 12,417,999 

固定負債   

長期借入金 8,075,000 5,625,000 

繰延税金負債 3,858 14,939 

退職給付引当金 16,652 17,884 

役員退職慰労引当金 117,496 126,786 

資産除去債務 415,504 419,371 

その他 363,427 383,562 

固定負債合計 8,991,938 6,587,544 

負債合計 22,093,910 19,005,543 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,075,000 5,075,000 

資本剰余金 5,469,500 5,469,500 

利益剰余金 31,404,283 32,393,001 

自己株式 △3,213,379 △3,213,776 

株主資本合計 38,735,403 39,723,725 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 953,802 1,066,753 

繰延ヘッジ損益 6,569 2,252 

為替換算調整勘定 △13,948 72,258 

その他の包括利益累計額合計 946,423 1,141,264 

純資産合計 39,681,827 40,864,989 

負債純資産合計 61,775,738 59,870,532 
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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２四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 22,372,336 23,291,347 

売上原価 15,468,514 16,164,109 

売上総利益 6,903,821 7,127,237 

販売費及び一般管理費 4,826,021 4,548,480 

営業利益 2,077,800 2,578,757 

営業外収益   

受取利息 48,809 35,114 

受取配当金 6,625 9,949 

不動産賃貸料 125,589 144,516 

その他 22,553 21,604 

営業外収益合計 203,578 211,185 

営業外費用   

支払利息 60,087 50,485 

不動産賃貸原価 139,327 135,318 

その他 11,054 41,663 

営業外費用合計 210,469 227,468 

経常利益 2,070,910 2,562,475 

特別損失   

投資有価証券評価損 1,919 － 

特別損失合計 1,919 － 

税金等調整前四半期純利益 2,068,991 2,562,475 

法人税、住民税及び事業税 597,796 998,549 

法人税等調整額 193,597 289 

法人税等合計 791,393 998,839 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,277,597 1,563,636 

四半期純利益 1,277,597 1,563,636 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,277,597 1,563,636 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 171,078 112,950 

繰延ヘッジ損益 △24,575 △4,317 

為替換算調整勘定 7,822 86,207 

その他の包括利益合計 154,325 194,840 

四半期包括利益 1,431,923 1,758,476 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,431,923 1,758,476 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,068,991 2,562,475 

減価償却費 496,398 492,614 

受取利息及び受取配当金 △55,435 △45,064 

支払利息 60,087 50,485 

売上債権の増減額（△は増加） 2,926,989 2,696,598 

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,867 △757,635 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,714,401 △662,987 

その他 △362,032 △256,526 

小計 3,208,729 4,079,961 

利息及び配当金の受取額 40,182 33,615 

利息の支払額 △60,228 △52,048 

法人税等の支払額 △1,393,105 △811,604 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,795,577 3,249,923 

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 △3,000,000 － 

定期預金の払戻による収入 3,900,000 1,000,000 

有形固定資産の取得による支出 △131,717 △60,458 

無形固定資産の取得による支出 △63,861 △66,152 

投資有価証券の取得による支出 － △2,022,800 

投資有価証券の償還による収入 － 1,000,000 

その他 8,271 5,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー 712,692 △144,314 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 △12,247 

長期借入金の返済による支出 △300,000 △2,300,000 

リース債務の返済による支出 △23,877 △23,877 

自己株式の取得による支出 △28 △396 

配当金の支払額 △478,568 △574,690 

財務活動によるキャッシュ・フロー △812,474 △2,911,211 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,575 62,165 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,701,370 256,563 

現金及び現金同等物の期首残高 3,677,654 6,965,022 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,379,025 7,221,585 
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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(単位：千円) 

 

５．（参考）四半期財務諸表（個別）

（１）(参考)四半期貸借対照表（個別）

 
前事業年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日)

資産の部    

 流動資産    

  現金及び預金 19,853,858 18,846,010

  受取手形及び売掛金 17,564,906 14,885,074

  有価証券 1,491,241 698,763

  たな卸資産 4,297,871 5,095,513

   繰延税金資産 297,801 285,195

  その他 258,728 226,768

  貸倒引当金 △25,150 △21,220

    流動資産合計 43,739,257 40,016,106

 固定資産    

  有形固定資産    

   建物（純額） 2,174,073 2,105,188

   土地 3,434,558 3,434,558

   その他（純額） 472,139 415,424

      有形固定資産合計 6,080,771 5,955,171

  無形固定資産 1,807,104 1,602,405

  投資その他の資産    

   投資有価証券 3,774,449 5,968,289

   関係会社出資金 800,000 800,000

   繰延税金資産 86,721 39,232

   投資不動産（純額） 4,513,551 4,447,015

   その他 625,452 622,492

   貸倒引当金 △47,873 △53,299

   投資その他の資産合計 9,752,301 11,823,730

    固定資産合計 17,640,177 19,381,307

 資産合計 61,379,434 59,397,414
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(単位：千円) 

 
  

(注)この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

 
前事業年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日)

負債の部    

 流動負債    

  支払手形及び買掛金 9,720,297 9,142,215

  短期借入金 600,000 750,000

  未払法人税等 824,654 994,803

  賞与引当金 412,514 337,221

  その他 1,054,167 761,395

  流動負債合計 12,611,634 11,985,636

 固定負債    

  長期借入金 8,075,000 5,625,000

  役員退職慰労引当金 114,132 122,922

  資産除去債務 415,504 419,371

  その他 363,427 383,562

  固定負債合計 8,968,064 6,550,856

 負債合計 21,579,698 18,536,492

純資産の部    

 株主資本    

  資本金 5,075,000 5,075,000

  資本剰余金 5,469,500 5,469,500

  利益剰余金 31,508,243 32,461,192

  自己株式 △3,213,379 △3,213,776

  株主資本合計 38,839,363 39,791,915

 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金 953,802 1,066,753

  繰延ヘッジ損益 6,569 2,252

  評価・換算差額等合計 960,372 1,069,005

 純資産合計 39,799,736 40,860,921

負債純資産合計 61,379,434 59,397,414
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   第２四半期累計期間 

(単位：千円) 

 
  

(注)この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

  

（２）(参考)四半期損益計算書（個別）

  前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 21,819,804 22,546,608

売上原価 15,224,454 15,737,987

売上総利益 6,595,350 6,808,621

販売費及び一般管理費 4,575,031 4,298,873

営業利益 2,020,318 2,509,748

営業外収益    

 受取利息 45,022 31,158

 受取配当金 32,625 19,949

 不動産賃貸料 133,857 153,716

 その他 19,723 21,268

 営業外収益計 231,228 226,093

営業外費用    

 支払利息 59,407 49,812

 不動産賃貸原価 139,327 135,318

 その他 10,087 44,963

 営業外費用計 208,822 230,095

経常利益 2,042,723 2,505,746

特別損失    

 投資有価証券評価損 1,919 －

 特別損失計 1,919 －

税引前四半期純利益 2,040,804 2,505,746

法人税、住民税及び事業税 584,324 977,577

法人税等調整額 199,971 302

法人税等合計 784,296 977,879

四半期純利益 1,256,508 1,527,866
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(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．部門別販売実績は、部門ごとに管轄する得意先への販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情報

の記載ではありません。 

  

 
(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．品目別販売実績は、当社の品目分類による品目ごとの販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情

報の記載ではありません。 

６．補足情報

   販売実績

ａ．部門別販売実績

部門

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

  研究・産業機器部門 17,078,819 76.3 18,049,555 77.5

  病院・介護部門 5,293,516 23.7 5,241,791 22.5

合計 22,372,336 100.0 23,291,347 100.0

ｂ．品目別販売実績

品目

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

科学機器・装置
       

 
汎用科学機器・装置 3,108,045 13.9 2,980,719 12.8

 
分析、特殊機器・装置 3,165,711 14.2 4,011,961 17.2

 
物理、物性測定機器・装置 1,282,139 5.7 1,487,675 6.4

 
実験用設備機器 1,547,720 6.9 1,657,409 7.1

 
小計 9,103,616 40.7 10,137,764 43.5

科学器具・消耗品        

 
汎用器具・消耗品 6,527,217 29.2 6,323,916 27.1

 
半導体関係特殊器具 2,333,646 10.4 2,394,655 10.3

 
小計 8,860,864 39.6 8,718,572 37.4

看護・介護用品 4,407,854 19.7 4,435,010 19.1

合計 22,372,336 100.0 23,291,347 100.0
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