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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 2,097 18.5 206 108.7 210 207.1 138 172.8
25年３月期第２四半期 1,770 △10.5 98 △56.9 68 △66.1 50 △71.8

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 172百万円( 496.7％) 25年３月期第２四半期 28百万円(△82.8％)

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 10.03 ―
25年３月期第２四半期 3.76 ―

（２）連結財政状態

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 5,705 3,015 52.7 218.25
25年３月期 5,676 2,890 50.8 209.00

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 3,008百万円 25年３月期 2,883百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00

26年３月期 ― ―

26年３月期(予想) ― 3.00 3.00

(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）

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 4,146 6.6 328 △6.9 303 △11.8 270 △7.3 19.62
(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

（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)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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 15,463,116株 25年３月期 15,463,116株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,677,573株 25年３月期 1,667,365株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 13,791,890株 25年３月期２Ｑ 13,482,342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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※ 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予想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、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３ページ「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。
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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、政府の金融・経済政策による成長戦略への期待感

から円安・株高が進行し、輸出の回復や個人消費の持ち直し、企業業績の改善など景気は緩やかな回復

基調となりました。しかしながら、国内では、円安による原材料価格の上昇や来年４月からの消費税率

の引き上げへの不安感、海外では、欧米諸国の財政問題や中国の経済成長の鈍化など、先行きは依然と

して不透明な状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループは、売上の拡大、コスト削減、製品開発の強化に努めました

結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、2,097百万円(前年同四半期比18.5%増)、営業利益は、

206百万円(前年同四半期比108.7%増)、経常利益は、210百万円(前年同四半期比207.1%増)、四半期純利

益は、138百万円(前年同四半期比172.8%増)となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(テクノ製品事業) 

テクノ製品事業は、円安の進行などもあり、輸出売上が順調に推移した結果、売上高は、1,653百万

円(前年同四半期比26.0%増)、営業利益は、359百万円(前年同四半期比57.6%増)となりました。 

(メディカル製品事業) 

メディカル製品事業は、医療費抑制策の影響や公定償還価格の引き下げ、競業他社との市場競争など

厳しい状況が続いております。ガイドワイヤーの販売は堅調に推移しましたが、インフューザー(薬液

注入器)については、第２四半期で発生した不具合品回収の影響により、売上高は442百万円(前年同四

半期比3.1%減)、営業損失は、16百万円(前年同四半期 営業損失１百万円)となりました。 

  

  

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
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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29百万円増加し、5,705百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金73百万円の増加、仕掛品68百万円の増加、原材料及び貯蔵品47

百万円の増加、その他流動資産78百万円の減少、商品及び製品64百万円の減少などによるものです。 

負債では前連結会計年度末に比べ94百万円減少し、2,690百万円となりました。これは主に、１年内

償還予定の社債115百万円の減少、短期借入金38百万円の減少、その他流動負債24百万円の減少、支払

手形及び買掛金62百万円の増加、賞与引当金19百万円の増加などによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ124百万円増加し、3,015百万円となりました。これは主に、利益剰

余金93百万円の増加、その他有価証券評価差額金17百万円の増加、為替換算調整勘定15百万円の増加な

どによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ61百万円増加し、1,143百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、335百万円の資金の増加（前年同四半期 146百万円の資金の

増加）となりました。これは主に、たな卸資産の増加49百万円はありましたが、税金等調整前四半期純

利益158百万円、減価償却費96百万円、仕入債務の増加69百万円、その他の流動資産の減少63百万円な

ど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、83百万円の資金の減少（前年同四半期 ９百万円の資金の減

少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出65百万円、定期預金の預入による支出

12百万円など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、192百万円の資金の減少（前年同四半期 77百万円の資金の減

少）となりました。これは主に、長期借入れによる収入100百万円はありましたが、社債の償還による

支出115百万円、長期借入金の返済による支出88百万円、配当金の支払額44百万円などがあったことに

よるものです。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（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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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。

  

  

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

（４）追加情報
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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 1,098,454 1,171,552

受取手形及び売掛金 1,055,541 1,026,533

商品及び製品 221,141 156,598

仕掛品 710,303 778,716

原材料及び貯蔵品 187,002 234,543

繰延税金資産 90,431 89,305

その他 165,041 86,821

貸倒引当金 △114 △104

流動資産合計 3,527,802 3,543,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,951,401 1,965,783

減価償却累計額 △1,289,722 △1,316,755

建物及び構築物（純額） 661,679 649,028

機械装置及び運搬具 2,187,810 2,246,064

減価償却累計額 △1,791,469 △1,845,301

機械装置及び運搬具（純額） 396,341 400,762

土地 722,523 722,523

リース資産 114,281 65,300

減価償却累計額 △102,957 △53,180

リース資産（純額） 11,324 12,119

建設仮勘定 3,968 10,830

その他 346,504 353,551

減価償却累計額 △263,732 △276,747

その他（純額） 82,771 76,803

有形固定資産合計 1,878,608 1,872,068

無形固定資産   

特許権 10,426 9,164

その他 10,925 11,623

無形固定資産合計 21,351 20,787

投資その他の資産   

投資有価証券 140,199 164,962

長期貸付金 800 －

出資金 210 210

繰延税金資産 1,365 －

その他 140,804 139,813

貸倒引当金 △35,650 △35,813

投資その他の資産合計 247,730 269,172

固定資産合計 2,147,690 2,162,029

繰延資産   

社債発行費 510 －

繰延資産合計 510 －

資産合計 5,676,003 5,705,996
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 388,452 451,449

短期借入金 38,500 －

1年内返済予定の長期借入金 166,850 193,800

1年内償還予定の社債 115,000 －

リース債務 6,077 4,169

未払法人税等 46,726 23,026

賞与引当金 62,098 81,752

その他 172,137 147,936

流動負債合計 995,843 902,134

固定負債   

長期借入金 1,439,580 1,424,480

リース債務 5,653 8,482

繰延税金負債 1,550 5,811

再評価に係る繰延税金負債 36,799 36,799

退職給付引当金 296,110 311,559

負ののれん 8,673 －

その他 975 975

固定負債合計 1,789,341 1,788,107

負債合計 2,785,185 2,690,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 496,036 496,043

利益剰余金 713,852 806,930

自己株式 △191,749 △192,869

株主資本合計 2,957,973 3,049,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,957 21,754

土地再評価差額金 △82,312 △82,312

為替換算調整勘定 3,743 19,319

その他の包括利益累計額合計 △74,611 △41,237

少数株主持分 7,456 7,054

純資産合計 2,890,818 3,015,754

負債純資産合計 5,676,003 5,705,996
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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 1,770,163 2,097,572

売上原価 1,215,382 1,399,827

売上総利益 554,781 697,745

販売費及び一般管理費 455,963 491,516

営業利益 98,817 206,228

営業外収益   

受取利息 312 282

受取配当金 1,906 848

貸倒引当金戻入額 － 10

負ののれん償却額 8,673 8,673

為替差益 － 10,259

その他 3,165 3,784

営業外収益合計 14,058 23,859

営業外費用   

支払利息 20,548 14,751

為替差損 14,598 －

その他 9,317 5,253

営業外費用合計 44,464 20,004

経常利益 68,411 210,083

特別損失   

たな卸資産廃棄損 － 51,589

固定資産除却損 1,294 －

特別損失合計 1,294 51,589

税金等調整前四半期純利益 67,116 158,494

法人税、住民税及び事業税 17,288 18,339

法人税等調整額 △2,942 552

法人税等合計 14,345 18,892

少数株主損益調整前四半期純利益 52,771 139,601

少数株主利益 2,035 1,206

四半期純利益 50,735 138,395
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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 52,771 139,601

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,840 17,797

為替換算調整勘定 △13,940 15,575

その他の包括利益合計 △23,781 33,373

四半期包括利益 28,990 172,974

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 26,954 171,768

少数株主に係る四半期包括利益 2,035 1,206
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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 67,116 158,494

減価償却費 91,911 96,888

のれん償却額 － 1,391

負ののれん償却額 △8,673 △8,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,607 15,449

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,019 19,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 153

繰延資産償却額 5,895 －

受取利息及び受取配当金 △2,219 △1,130

支払利息 20,548 14,751

為替差損益（△は益） 7,169 △5,139

有形固定資産除却損 1,294 －

売上債権の増減額（△は増加） △26,172 34,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,865 △49,099

仕入債務の増減額（△は減少） 89,063 69,265

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,844 14,355

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,784 63,675

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,031 △37,817

その他の固定資産の増減額（△は増加） △25,489 4,794

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,108 264

小計 159,195 391,534

利息及び配当金の受取額 2,276 1,100

利息の支払額 △20,716 △15,537

法人税等の支払額 △6,314 △42,041

法人税等の還付額 11,730 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,172 335,056

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社の自己株式の取得による支出 － △3,000

定期預金の預入による支出 △12,010 △12,002

定期預金の払戻による収入 48,013 －

貸付けによる支出 △4,900 －

貸付金の回収による収入 1,100 1,220

有形固定資産の取得による支出 △44,494 △65,472

無形固定資産の取得による支出 △1,125 △927

投資有価証券の取得による支出 △743 △765

投資その他の資産の増減額（△は増加） 4,262 △3,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,897 △83,950
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(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) 

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） 33,500 △38,500

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △42,620 △88,150

社債の償還による支出 △15,000 △115,000

配当金の支払額 △44,584 △44,706

リース債務の返済による支出 △8,119 △5,347

自己株式の売却による収入 － 204

自己株式の取得による支出 △850 △1,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,673 △192,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,993 2,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,607 61,095

現金及び現金同等物の期首残高 796,174 1,082,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 851,782 1,143,549
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】 

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）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

３．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。 

  

（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）

（単位：千円）

報告セグメント
その他 
（注）

合計
テクノ 
製品事業

メディカル 
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,312,078 456,620 1,768,699 1,464 1,770,163

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― 14,580 14,580

計 1,312,078 456,620 1,768,699 16,044 1,784,743

セグメント利益又は損失（△） 227,940 △1,222 226,717 8,962 235,680

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 226,717

「その他」の区分の利益 8,962

全社費用（注） △136,862

四半期連結損益計算書の営業利益 98,817
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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）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

３．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。 

  

  

（単位：千円）

報告セグメント
その他 
（注）

合計
テクノ 
製品事業

メディカル 
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,653,095 442,627 2,095,722 1,850 2,097,572

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― 14,580 14,580

計 1,653,095 442,627 2,095,722 16,430 2,112,152

セグメント利益又は損失（△） 359,229 △16,932 342,296 9,828 352,125

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 342,296

「その他」の区分の利益 9,828

全社費用（注） △145,896

四半期連結損益計算書の営業利益 206,228
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