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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（１）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 ％

27年３月期第３四半期 22,057 △6.0 174 3.1 161 △18.0 △357 ―

26年３月期第３四半期 23,456 1.7 168 △66.4 196 △62.1 104 △65.3
　

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

27年３月期第３四半期 △59 95 ―

26年３月期第３四半期 17 40 ―
　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 20,080 4,513 22.5

26年３月期 21,566 4,893 22.7

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 4,513 百万円 　26年３月期 4,893 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

26年３月期 ― 7.00 ― 0.00 7.00

27年３月期 ― 0.00 ―

27年３月期(予想) 5.00 5.00
(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27年３月期の業績予想（平成26年４月１日～平成27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 28,806 △6.8 33 △60.4 38 △60.5 △495 ― △83.67
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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 ： 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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

(注）詳細については添付資料４ページ、「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上

の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

（３）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) 27年３月期３Ｑ 6,000,000株 26年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 204,223株 26年３月期 8,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 5,966,118株 26年３月期３Ｑ 5,991,819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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　（将来に関する記述等についてのご注意)

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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関

する説明」をご覧下さい。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、積極的な経済政策や金融政策を背景に企業収益の改善や設備投

資・雇用環境の持ち直しが見られるなど景気は緩やかな回復基調にあるものの、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要の反動による影響や急激な円安に伴う輸入品価格の上昇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。当医療衛生材料業界におきましても、引き続き厳しい経営環境が継続しております。

このような状況下で当社の当第３四半期累計期間の業績は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動によ

る影響を受け、売上高は22,057,649千円（前年同四半期比6.0%減少）、営業利益は174,173千円（同3.1%増加）、

経常利益は161,437千円（同18.0%減少）、四半期純損失は357,696千円（前年同四半期は四半期純利益104,311千

円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、第１四半期会計期間より営業体制を医療機関向けと消費

者向けの商品群別の２営業本部体制に再編したことに伴い、セグメント区分を国内医療機関向けの「メディカル

国内」、海外向けの「メディカル海外」及び消費者向けの「コンシューマ」の３セグメントに変更しております。

また、セグメント別の業績は前第３四半期累計期間について変更後の区分で集計することが困難なため、前年同

四半期比較を行っておりません。

（メディカル国内）

重点販売製品である「感染予防関連製品」、「セットパック製品」、「口腔ケア用品」を中心にその他各種製品・

商品の販売拡充に努めました。この結果、売上高は9,635,970千円となりました。

（メディカル海外）

国内製の高付加価値の衛生材料や医療用製品に海外からの調達品を加えた製品群を幅広い市場に対して積極的

に販売いたしました。この結果、売上高は657,033千円となりました。

（コンシューマ）

重点販売製品である「口腔ケア用品」や消費者向け各種衛生材料及び医療用品等の製品に仕入商品を加えて、

大手量販店を中心に幅広い顧客に対し積極的に販売いたしました。この結果、売上高は11,764,645千円となりま

した。

利益面では、当第３四半期累計期間が前年同四半期と比べ円安となったことに伴い輸入品の仕入コストが増加

し製品利益率が低下致しました。この影響により売上総利益率は前年同四半期に対して0.7ポイント低下し、売

上総利益は3,963,903千円（前年同四半期比9.3%減少）となりました。

経費面では、販売費及び一般管理費はコスト削減に注力したことにより3,789,729千円（同9.8%減少）となり

ました。

特別利益では、旧東京支店を売却したことにより「固定資産売却益」が110,317千円、「保険解約返戻金」が

13,938千円発生いたしました。

特別損失では、早期希望退職制度の実施に伴う「事業構造改善費用」が505,950千円、旧東京支店、千葉営業

所、日本橋営業所を東京支社に集約したこと等による「事務所移転費用」が25,119千円発生いたしました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期会計期間末の総資産は20,080,350千円で前事業年度末に対して1,485,963千円減少いたしました。

流動資産は、15,617,179千円で前事業年度末に対して1,096,731千円減少いたしました。「現金及び預金」が

1,412,022千円減少、「受取手形」・「電子記録債権」・「売掛金」が2,938,985千円増加、「たな卸資産」が225,066

千円増加、「未収入金」が2,770,332千円減少したことが主な要因です。

固定資産は、4,463,170千円で前事業年度末に対して389,231千円減少いたしました。有形固定資産で「土地」

が121,057千円減少、投資その他の資産で、「その他」に含まれる保険積立金が147,695千円減少したことが主な

要因です。

（負債）

当第３四半期会計期間末の負債は15,566,981千円で前事業年度末に対して1,105,822千円減少いたしました。

流動負債は、8,171,194千円で前事業年度末に対して782千円増加いたしました。「支払手形」・「買掛金」が

580,169千円増加、「短期借入金」が300,000千円増加、「１年内返済予定の長期借入金」が728,230千円減少した

ことが主な要因です。

固定負債は、7,395,786千円で前事業年度末に対して1,106,604千円減少いたしました。「長期借入金」が

997,893千円減少、「退職給付引当金」が109,722千円減少したことが主な要因です。

（純資産）

当第３四半期会計期間末の純資産は4,513,369千円で前事業年度末に対して380,141千円減少いたしました。

「繰越利益剰余金」が357,696千円減少、「自己株式」が70,560千円増加したことが主な要因です。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も厳しい環境が当面継続すると見込まれるなか、当社はさらなる業務効率化、経費節減策を進めるととも

に、重点販売製品を中心に販売拡大に努め安定した収益が確保できる体制の構築に全社を挙げて取り組んでまい

ります。

業績予想につきましては、平成26年10月31日発表の数値を変更しておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直した結果、退職給付見込額の期間帰

属方法につき期間定額基準を継続適用するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年

数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を

使用する方法へ変更いたしました。

なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,175,230 2,763,207

受取手形 1,330,138 1,118,592

電子記録債権 73,866 3,346,289

売掛金 5,039,998 4,918,106

商品及び製品 1,664,058 1,870,248

仕掛品 334,503 394,137

原材料及び貯蔵品 167,923 127,164

繰延税金資産 183,539 147,119

未収入金 3,670,295 899,962

その他 77,386 35,426

貸倒引当金 △3,028 △3,076

流動資産合計 16,713,911 15,617,179

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,294,030 1,181,067

機械及び装置（純額） 91,663 69,055

土地 1,999,059 1,878,001

リース資産（純額） 57,776 44,596

その他（純額） 78,965 86,286

有形固定資産合計 3,521,495 3,259,007

無形固定資産

リース資産 9,523 6,541

その他 69,859 69,892

無形固定資産合計 79,382 76,434

投資その他の資産

投資有価証券 555,211 632,205

長期貸付金 75,000 100,000

繰延税金資産 149,206 79,047

その他 499,225 344,744

貸倒引当金 △27,118 △28,270

投資その他の資産合計 1,251,525 1,127,728

固定資産合計 4,852,402 4,463,170

資産合計 21,566,313 20,080,350
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,467,124 2,701,554

買掛金 2,165,507 2,511,247

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 2,461,794 1,733,564

リース債務 21,241 17,087

未払金 87,781 109,011

未払費用 469,788 461,404

未払法人税等 12,831 －

預り金 16,542 38,100

賞与引当金 232,243 47,548

売上割戻引当金 228,394 235,515

その他 7,162 16,159

流動負債合計 8,170,412 8,171,194

固定負債

長期借入金 7,786,762 6,788,868

リース債務 49,423 36,607

退職給付引当金 589,177 479,454

資産除去債務 31,837 49,474

その他 45,191 41,381

固定負債合計 8,502,391 7,395,786

負債合計 16,672,803 15,566,981

純資産の部

株主資本

資本金 883,000 883,000

資本剰余金

資本準備金 1,192,597 1,192,597

資本剰余金合計 1,192,597 1,192,597

利益剰余金

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 1,552,345 1,194,649

利益剰余金合計 2,643,445 2,285,749

自己株式 △3,681 △74,241

株主資本合計 4,715,361 4,287,104

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,148 226,264

評価・換算差額等合計 178,148 226,264

純資産合計 4,893,510 4,513,369

負債純資産合計 21,566,313 20,080,350
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 23,456,716 22,057,649

売上原価 19,087,202 18,093,746

売上総利益 4,369,514 3,963,903

販売費及び一般管理費 4,200,648 3,789,729

営業利益 168,865 174,173

営業外収益

受取利息 2,025 3,042

受取配当金 13,007 12,450

デリバティブ評価益 46,071 1,477

仕入割引 31,273 30,972

その他 12,279 10,632

営業外収益合計 104,656 58,575

営業外費用

支払利息 50,467 52,335

為替差損 19,493 6,265

その他 6,669 12,710

営業外費用合計 76,629 71,312

経常利益 196,892 161,437

特別利益

固定資産売却益 850 110,317

投資有価証券売却益 － 2,052

保険解約返戻金 － 13,938

特別利益合計 850 126,308

特別損失

固定資産除売却損 130 3,047

減損損失 － 14,817

投資有価証券評価損 － 1,166

事務所移転費用 － 25,119

事業構造改善費用 － 505,950

特別損失合計 130 550,101

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

197,613 △262,355

法人税、住民税及び事業税 49,158 15,343

法人税等調整額 44,142 79,997

法人税等合計 93,301 95,341

四半期純利益又は四半期純損失（△） 104,311 △357,696
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（３）四半期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。
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