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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

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、積極的な経済政策や金融政策により企業収益や設備投資等が

回復し、消費税増税前の駆け込み需要により個人消費が増加するなど、全体的に緩やかな回復基調となりました。

 医療機器業界におきましては、現政権の成長戦略として、薬事法改正や医療・介護の関連法案が整備されつつあ

り、慢性期・在宅といった新たな需要拡大も見込まれますが、足下の状況としては医療費抑制策である公定価格の

改定や企業間競争もあり、依然として厳しい状況が続いております。

 

 このような環境の中、当社グループは、本年度からスタートした中期経営計画に基づき、国内では慢性期医療へ

の本格参入と新規ＯＥＭの獲得、海外では東南アジア市場への販売進出に着手し、国内外における販売体制の構築

と営業活動に注力いたしました。

 

 これらの活動により、売上高は、海外販売が中国を中心に順調な滑り出しを遂げましたが、国内の自社販売およ

びＯＥＭ販売が減少し、全体も前年を下回る結果となりました。利益につきましては、海外工場での部資材内製化

により引き続き原価低減を図るとともに、販売管理費の抑制にも努めてまいりましたが、売上高の不足を吸収でき

ず、経常利益が減少となる厳しい結果となりました。

 なお、一部資産の売却に伴う税金費用の減少により、四半期純利益では増益となっております。

 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高4,636百万円（前年同期比3.6%減）、経常利益369

百万円（前年同期比10.9%減）、四半期純利益275百万円（前年同期比1.4%増）となりました。

 

 販売形態別の販売状況は、次のとおりであります。

 

＜自社販売＞

 自社販売は、泌尿器系のフォーリートレイキットが伸長し、外科系の気管切開チューブもシリコーンの独自性が

評価され伸長しましたが、消化器系製品の公定価格改定および企業間競争による伸び悩みや、血管系の一部不採算

品目の見直しによる減少で、3,116百万円（前年同期比3.2%減）となりました。

 

＜ＯＥＭ販売＞

 ＯＥＭ販売は、全系統ともほぼ横ばいに推移しましたが、血管造影製品が供給先の生産調整により一時的に減少

し、772百万円（前年同期比13.7%減）となりました。

 

＜海外販売＞

 海外販売は、中国販売が泌尿器系を中心に引き続き好調に推移し、また、欧州向けの泌尿器系・消化器系製品が

在庫調整の反動で受注回復したことにより、747百万円（前年同期比7.6%増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して412百万円減少し、17,031百万円となり

ました。これは、受取手形の減少108百万円、商品及び製品の減少157百万円、建物の減少136百万円、有価証券

の償還99百万円が主な要因です。

（負債）

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して315百万円減少し、4,766百万円となりま

した。これは、短期借入金の減少145百万円や未払法人税等の減少165百万円が主な要因です。

（純資産）

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して96百万円減少し、12,265百万円となり

ました。これは、利益剰余金の増加92百万円、為替換算調整勘定の減少189百万円が主な要因です。

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績予想につきましては、平成26年２月12日の「平成25年12月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想に変更はありません。

 

 

 

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。
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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12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,420,350 3,801,244 

受取手形及び売掛金 3,415,711 3,022,352 

電子記録債権 59,460 301,350 

有価証券 400,012 300,033 

商品及び製品 1,661,945 1,504,741 

仕掛品 539,531 529,253 

原材料及び貯蔵品 639,107 609,247 

繰延税金資産 122,836 137,988 

その他 117,586 150,357 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 10,375,541 10,355,568 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,276,501 2,138,561 

機械装置及び運搬具（純額） 796,133 725,654 

土地 2,022,313 1,986,650 

リース資産（純額） 22,233 14,015 

建設仮勘定 16,231 11,090 

その他（純額） 163,954 151,516 

有形固定資産合計 5,297,368 5,027,488 

無形固定資産    

借地権 177,331 166,407 

その他 25,106 22,744 

無形固定資産合計 202,437 189,151 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,107,438 1,007,538 

繰延税金資産 376,370 367,244 

その他 84,605 84,623 

投資その他の資産合計 1,568,413 1,459,406 

固定資産合計 7,068,219 6,676,046 

資産合計 17,443,761 17,031,615 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 699,044 749,493 

短期借入金 1,045,000 900,000 

1年内返済予定の長期借入金 210,780 202,600 

リース債務 17,052 14,707 

未払法人税等 241,030 75,719 

賞与引当金 25,803 32,967 

役員賞与引当金 12,900 6,895 

その他 576,336 668,784 

流動負債合計 2,827,948 2,651,168 

固定負債    

長期借入金 937,730 807,800 

リース債務 6,292 － 

退職給付引当金 1,095,791 1,122,867 

役員退職慰労引当金 202,207 172,448 

資産除去債務 3,047 3,081 

長期未払金 9,175 9,175 

固定負債合計 2,254,244 2,115,371 

負債合計 5,082,193 4,766,540 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,461,735 1,461,735 

資本剰余金 1,486,022 1,486,022 

利益剰余金 8,733,673 8,826,417 

自己株式 △34,677 △34,693 

株主資本合計 11,646,753 11,739,481 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 62,421 62,252 

為替換算調整勘定 652,393 463,341 

その他の包括利益累計額合計 714,814 525,593 

純資産合計 12,361,568 12,265,075 

負債純資産合計 17,443,761 17,031,615 
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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25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 4,808,457 4,636,301 

売上原価 2,640,539 2,574,305 

売上総利益 2,167,918 2,061,996 

販売費及び一般管理費 1,775,040 1,679,179 

営業利益 392,878 382,816 

営業外収益    

受取利息 6,213 6,674 

受取配当金 2,273 2,470 

為替差益 16,309 － 

その他 11,462 10,555 

営業外収益合計 36,258 19,700 

営業外費用    

支払利息 7,655 6,584 

為替差損 － 22,147 

その他 7,128 4,656 

営業外費用合計 14,783 33,388 

経常利益 414,354 369,129 

税金等調整前四半期純利益 414,354 369,129 

法人税、住民税及び事業税 173,458 99,973 

法人税等調整額 △30,838 △6,300 

法人税等合計 142,620 93,673 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,733 275,455 

四半期純利益 271,733 275,455 
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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25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,733 275,455 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 27,695 △168 

為替換算調整勘定 421,930 △189,051 

その他の包括利益合計 449,626 △189,220 

四半期包括利益 721,360 86,234 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 721,360 86,234 

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25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６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 414,354 369,129 

減価償却費 140,547 155,055 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,521 7,164 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,200 △6,004 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,228 27,653 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,774 △29,759 

受取利息及び受取配当金 △8,486 △9,144 

支払利息 7,655 6,584 

為替差損益（△は益） 23,223 2,730 

売上債権の増減額（△は増加） 2,202 139,506 

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,580 140,443 

仕入債務の増減額（△は減少） 152,895 49,595 

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,211 △3,472 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 10,178 △35,741 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 115,762 92,250 

その他 4,036 5,144 

小計 665,324 911,134 

利息及び配当金の受取額 8,685 9,388 

利息の支払額 △7,624 △6,503 

法人税等の支払額 △112,409 △254,560 

営業活動によるキャッシュ・フロー 553,976 659,459 

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 △47,200 △124,037 

有価証券の償還による収入 － 200,000 

有形固定資産の取得による支出 △150,440 △26,260 

有形固定資産の売却による収入 － 36,203 

無形固定資産の取得による支出 △264 △8,272 

投資有価証券の取得による支出 △600 △601 

その他 △7,222 △3,931 

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,727 73,099 

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） － △145,000 

長期借入金の返済による支出 － △104,155 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,234 △8,617 

配当金の支払額 △172,761 △183,187 

その他 △104 △16 

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,100 △440,975 

現金及び現金同等物に係る換算差額 132,496 △34,726 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,644 256,856 

現金及び現金同等物の期首残高 2,897,635 2,953,638 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,195,280 3,210,494 
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（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）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

 当社グループはディスポーザブルカテーテル・チューブの製造・販売を主な事業とした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。
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