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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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 13,348 2.0 41 △60.1 △15 ― △273 ―
25年3月期第2四半期 13,081 △16.2 103 △90.3 172 △80.2 △407 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △194百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △924百万円 （―％）

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 △11.96 ―
25年3月期第2四半期 △17.81 ―

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

26年3月期第2四半期 41,624 34,639 82.5 1,501.27
25年3月期 43,092 35,002 80.6 1,518.38
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  34,330百万円 25年3月期  34,721百万円

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

25年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年3月期 ― 7.50
26年3月期（予想） ― 7.50 15.00

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）

（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 28,800 3.5 700 67.1 700 △15.5 500 △38.9 21.86



(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 

(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 
 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 
 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、上記予想に関する事項は添付資料の３ページをご覧ください。 

※  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   ：  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） 26年3月期2Q 22,948,003 株 25年3月期 22,948,003 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 80,552 株 25年3月期 80,264 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 22,867,625 株 25年3月期2Q 22,867,831 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当社グループは、業績の回復と成長に向けて、成長分野への経営資源の傾斜配分強化とローコストオペレーション

の２点を基本方針として取り組んでおります。 

 タイ国洪水による被害のあった海外向け血液バッグについては、タイ新工場の今秋に向けた操業準備は順調に進ん

でおり、需要の拡大が想定されるグローバル市場でのシェア回復・拡大に向け、生産・販売体制を着々と整えてまい

りました。 

 一方で、タイバーツ高やタイ国の 低賃金アップによる原価の上昇による収益性の悪化に対し、これまでとは次元

の違うローコストオペレーションを実現する必要があり、当社グループ一丸となってコスト削減に取り組んでまいり

ます。 

  

当第２四半期連結累計期間の経営成績については以下のとおりです。 

＜売上高＞ 

 売上高は、国内向け血液バッグの販売増加、胸部大動脈用ステントグラフトの販売開始等の影響により、前年同期

に比べ２億67百万円増の133億48百万円（前年同期比2.0％増）となりました。国内・海外別の売上高については、国

内売上高は、前年同期に比べ１億25百万円増の104億20百万円（同1.2％増）、海外売上高は、前年同期と比べ１億42

百万円増の29億28百万円（同5.1％増）となりました。 

   

＜売上総利益・営業利益＞ 

 売上総利益は、売上増加や利益率の高い製品の構成比が高まったこと等により、前年同期に比べ２億16百万円増の

42億80百万円（同5.3％増）となりました。 

 また、販売費及び一般管理費は、研究開発費の増加やタイ国生産子会社の新工場稼働に向けた準備費用などによ

り、前年同期に比べ２億78百万円増の42億39百万円（同7.0％増）となりました。 

 これにより、営業利益は、前年同期に比べ62百万円減の41百万円となりました。  

  

＜経常利益＞ 

 経常利益は、前年同期より為替差損が減少したものの、稼働準備中の設備にかかる減価償却費１億46百万円を営業

外費用として計上したことなどにより、前年同期に比べ１億87百万円減となり、15百万円の損失となりました。 

  

＜四半期純利益＞ 

 四半期純利益は、前年同期に計上していたタイ国洪水による特別損失がなくなったことにより、当期は１億33百万

円の改善となり、２億73百万円の損失となりました。  

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①血液及び血管内関連 

 国内向け血液バッグの販売増加、当期にステントグラフトの販売を開始したことなどにより、売上高は、前年同期

に比べ６億56百万円増の62億47百万円（同11.7％増）、セグメント利益は、前年同期に比べ２億25百万円増の５億46

百万円（同70.1％増）となりました。   

②体外循環関連 

 血液浄化製品の販売が好調であった一方、OEM品の販売が在庫調整の影響を受けたことなどにより、売上高は、前

年同期に比べ３億89百万円減の71億１百万円（同5.2％減）、セグメント利益は、前年同期に比べ２億87百万円減の

５億５百万円の損失となりました。  

     

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億68百万円減の416億24百万円となりまし

た。 

 流動資産は、主として現金及び預金、受取手形及び売掛金、棚卸資産の減少により、24億30百万円減の216億95百

万円となりました。 

 固定資産は、主として有形固定資産が増加したことにより、９億62百万円増の199億29百万円となりました。 

 流動負債は、主として支払手形及び買掛金の減少により、10億21百万円減の46億39百万円となりました。 

 固定負債は、主として退職給付引当金の減少により、83百万円減の23億45百万円となりました。 

 純資産は、主として利益剰余金の減少により、３億63百万円減の346億39百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は82.5％となり、前連結会計年度末と比べ、1.9ポイント増となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ８億31百万円増の86億51百万円とな

りました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内容は次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、前年同期に比べ17億17万円増の21億48百万円となりました。主な内容は、

減価償却費の11億86百万円であります。 

（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、前年同期に比べ２億52百万円減の△25億２百万円となりました。主な内容

は、有形固定資産の取得による支出の△25億15万円であります。 

（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、前年同期に比べ１百万円増の△１億84百万円となりました。主な内容は、

配当金の支払の△１億71百万円であります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の連結業績予想については、現状では予想値を修正する状況にはありません。  

   

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,149 8,667

受取手形及び売掛金 7,799 6,634

商品及び製品 4,089 3,515

仕掛品 717 762

原材料及び貯蔵品 1,602 1,438

その他 770 677

貸倒引当金 △4 △1

流動資産合計 24,125 21,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,849 8,170

機械装置及び運搬具（純額） 4,233 4,324

その他（純額） 4,559 4,020

有形固定資産合計 15,642 16,515

無形固定資産   

のれん 108 72

特許等実施権 33 8

その他 270 209

無形固定資産合計 411 289

投資その他の資産   

投資有価証券 2,146 2,490

その他 810 676

貸倒引当金 △43 △43

投資その他の資産合計 2,913 3,123

固定資産合計 18,967 19,929

資産合計 43,092 41,624

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,374 1,728

未払法人税等 324 280

引当金 317 260

その他 2,644 2,370

流動負債合計 5,661 4,639

固定負債   

退職給付引当金 1,881 1,820

負ののれん 5 －

その他 543 525

固定負債合計 2,429 2,345

負債合計 8,090 6,985



（単位：百万円）

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 6,642 6,642

資本剰余金 6,462 6,462

利益剰余金 22,445 22,000

自己株式 △56 △56

株主資本合計 35,494 35,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △71 163

為替換算調整勘定 △700 △882

その他の包括利益累計額合計 △772 △718

少数株主持分 280 308

純資産合計 35,002 34,639

負債純資産合計 43,092 41,624



（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：百万円）

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 13,081 13,348

売上原価 9,017 9,068

売上総利益 4,063 4,280

販売費及び一般管理費 3,960 4,239

営業利益 103 41

営業外収益   

受取利息 13 5

受取配当金 12 10

負ののれん償却額 11 5

補助金収入 126 －

受取補償金 － 76

作業くず売却収入 29 22

その他 63 53

営業外収益合計 255 174

営業外費用   

支払利息 2 23

減価償却費 5 146

為替差損 134 11

持分法による投資損失 8 24

その他 35 25

営業外費用合計 187 231

経常利益又は経常損失（△） 172 △15

特別利益   

固定資産売却益 0 2

受取保険金 － 96

特別利益合計 0 98

特別損失   

固定資産除売却損 0 33

災害による損失 542 －

その他 － 0

特別損失合計 543 34

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△370 48

法人税、住民税及び事業税 144 284

法人税等調整額 △110 34

法人税等合計 33 318

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △404 △270

少数株主利益 3 3

四半期純損失（△） △407 △273



（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：百万円）

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損失（△） △404 △270

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52 235

為替換算調整勘定 △467 △159

その他の包括利益合計 △520 75

四半期包括利益 △924 △194

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △928 △225

少数株主に係る四半期包括利益 3 30



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△370 48

減価償却費 1,188 1,186

有形固定資産除却損 0 33

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △2

負ののれん償却額 △11 △5

引当金の増減額（△は減少） △17 △112

受取利息及び受取配当金 △25 △16

支払利息 2 23

災害損失 314 －

持分法による投資損益（△は益） 8 24

受取保険金 － △96

売上債権の増減額（△は増加） 922 1,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,045 682

仕入債務の増減額（△は減少） △585 △661

その他 161 116

小計 541 2,385

利息及び配当金の受取額 26 18

利息の支払額 △1 △23

保険金の受取額 － 96

法人税等の支払額 △135 △329

営業活動によるキャッシュ・フロー 430 2,148

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 △2,247 △2,515

無形固定資産の取得による支出 △12 △5

有形固定資産の売却による収入 0 5

投資有価証券の取得による支出 △7 －

その他 16 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,250 △2,502

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △171 △171

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △185 △184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △180 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,185 △483

現金及び現金同等物の期首残高 10,005 9,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,820 8,651



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 （注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

      

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

  

３．地域に関する情報  

  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） 

 売上高 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。  

   ２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

  (1）米       州……………米国、メキシコ 他 

  (2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

  (3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

  (4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  
血液及び血管

内関連 
（百万円）

体外循環 
関連 

（百万円）

合計 
（百万円）

調整額 
（百万円） 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注）２ 

売上高        

外部顧客への売上高  5,591  7,490  13,081  － 13,081

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  － －

計  5,591  7,490  13,081  － 13,081

セグメント利益  321  △218  103  － 103

米州 
（百万円）  

欧州 
（百万円）  

  
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

  

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）  

 1,337  369  924  154  2,785



 Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 （注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

  

３．地域に関する情報  

  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 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。  

   ２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

  (1）米       州……………米国、メキシコ 他 

  (2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

  (3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

  (4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

  

  

   

   

  
血液及び血管

内関連 
（百万円）

体外循環 
関連 

（百万円）

合計 
（百万円）

調整額 
（百万円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注） 

売上高        

外部顧客への売上高  6,247  7,101  13,348  － 13,348

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  － －

計  6,247  7,101  13,348  － 13,348

セグメント利益又は損失

(△) 
 546  △505  41  － 41

米州 
（百万円）  

欧州 
（百万円）  

  
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

  

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）  

 1,156  483  1,146  141  2,928
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