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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、円安の定着化などを背景に、大企業や輸出関連企業を中心に

企業収益が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、高齢化社会による潜在患者数の増加や地域包括ケアシステムによる在宅医療の推

進などを背景に一部で需要拡大も見込まれますが、公定価格の改定や医療機関の共同購入による単価抑制圧力もあ

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、国内では慢性期医療分野の販売拡大と新規ＯＥＭの獲得に引き続き注力

したほか、中国や欧州を中心とした海外販売の強化に努めてまいりました。

 また、今後の成長戦略を確実なものとするために、新たな経営体制の下、重要施策の見直しにも鋭意取り組んで

まいりました。

 

 これらの活動により、売上高につきましては、国内の自社販売が一部製品の販売不足により減少いたしました

が、海外販売が中国を中心に増加したことや為替の影響もあり、ほぼ前年並みの結果となりました。一方、利益面

につきましては、海外工場での生産集約などにより原価低減に努めてまいりましたが、研究開発費などの販管費が

前年同期比で増加したことから、営業利益、経常利益とも前年を下回る結果となりました。

 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高4,685百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益

257百万円（前年同期比32.7％減）、経常利益288百万円（前年同期比21.9％減）、四半期純利益121百万円（前年

同期比56.0％減）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引き続き伸長し、外科系の気管切開チューブや内視鏡下手術

関連製品もキャンペーンなどの効果により伸長しましたが、消化器系製品が公定価格改定や企業間競争による影響

で減少し、売上高3,010百万円（前年同期比3.4%減）となりました。

 

＜ＯＥＭ販売＞

 ＯＥＭ販売は、昨年末の新規ＯＥＭ製品の立ち上げなどにより堅調に推移し、売上高780百万円（前年同期比

1.0%増）となりました。

 

＜海外販売＞

 海外販売は、欧州市場は堅調な伸びで推移しました。また中国販売も泌尿器系製品を中心に引き続き増加したほ

か、為替の影響も加わり、売上高895百万円（前年同期比19.8%増）となりました。

 

 

（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379百万円減少し17,527百万円となりまし

た。これは、現金及び預金の増加356百万円に対し、受取手形及び売掛金の減少466百万円、繰延税金資産の減少

233百万円が主な要因です。

（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782百万円減少し4,226百万円となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金の減少109百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少196百万円、退職給付に係

る負債の減少546百万円が主な要因です。

（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403百万円増加し13,300百万円となりま

した。これは、利益剰余金の増加302百万円、その他有価証券評価差額金の増加27百万円、為替換算調整勘定の増

加73百万円が主な要因です。
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（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きましては、平成27年２月12日発表の数値を変更しております。

 詳細につきましては、本日公表の「第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知

らせ」を参照ください。

 

 

 

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

 「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27年３月26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１四半期連結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、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、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を使用する方法から、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しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が565,567千円減少し、利益剰余金が364,338

千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ11,476千円減少しております。
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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26年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,362,806 4,719,412 

受取手形及び売掛金 3,223,347 2,756,361 

電子記録債権 354,144 402,551 

有価証券 500,261 500,181 

商品及び製品 1,487,033 1,508,338 

仕掛品 574,382 648,765 

原材料及び貯蔵品 588,558 555,121 

繰延税金資産 112,733 130,781 

その他 219,358 226,000 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 11,421,626 11,446,514 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,217,034 2,182,980 

機械装置及び運搬具（純額） 799,947 764,085 

土地 1,982,606 1,982,606 

リース資産（純額） 5,797 － 

建設仮勘定 14,374 10,859 

その他（純額） 159,703 169,008 

有形固定資産合計 5,179,463 5,109,540 

無形固定資産    

借地権 194,733 195,113 

その他 24,192 23,632 

無形固定資産合計 218,925 218,745 

投資その他の資産    

投資有価証券 634,161 568,954 

繰延税金資産 375,477 123,893 

その他 77,080 59,501 

投資その他の資産合計 1,086,719 752,350 

固定資産合計 6,485,108 6,080,636 

資産合計 17,906,735 17,527,151 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 864,978 755,939 

短期借入金 900,000 900,000 

1年内返済予定の長期借入金 441,220 244,880 

リース債務 6,105 － 

未払法人税等 56,056 63,788 

賞与引当金 30,389 33,055 

役員賞与引当金 12,900 5,285 

その他 695,583 775,044 

流動負債合計 3,007,233 2,777,992 

固定負債    

長期借入金 603,050 689,760 

役員退職慰労引当金 181,388 87,953 

退職給付に係る負債 1,205,283 658,430 

資産除去債務 3,114 3,148 

長期未払金 9,175 9,175 

固定負債合計 2,002,012 1,448,468 

負債合計 5,009,245 4,226,461 

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 8,887,160 9,190,068 

自己株式 △34,931 △34,935 

株主資本合計 11,799,986 12,102,891 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 79,300 106,661 

為替換算調整勘定 1,048,803 1,122,752 

退職給付に係る調整累計額 △30,601 △31,615 

その他の包括利益累計額合計 1,097,502 1,197,798 

純資産合計 12,897,489 13,300,689 

負債純資産合計 17,906,735 17,527,151 
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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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 4,636,301 4,685,989 

売上原価 2,574,305 2,628,869 

売上総利益 2,061,996 2,057,120 

販売費及び一般管理費 1,679,179 1,799,365 

営業利益 382,816 257,755 

営業外収益    

受取利息 6,674 8,398 

受取配当金 2,470 2,826 

保険配当金 2,933 2,441 

為替差益 － 19,337 

その他 7,622 7,367 

営業外収益合計 19,700 40,373 

営業外費用    

支払利息 6,584 6,101 

為替差損 22,147 － 

金利スワップ評価損 － 1,301 

その他 4,656 2,485 

営業外費用合計 33,388 9,888 

経常利益 369,129 288,239 

特別損失    

関係会社出資金評価損 － 7,992 

役員退職慰労金 － 27,573 

特別損失合計 － 35,565 

税金等調整前四半期純利益 369,129 252,674 

法人税、住民税及び事業税 99,973 107,757 

法人税等調整額 △6,300 23,640 

法人税等合計 93,673 131,398 

少数株主損益調整前四半期純利益 275,455 121,276 

四半期純利益 275,455 121,276 
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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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 275,455 121,276 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △168 27,361 

為替換算調整勘定 △189,051 73,949 

退職給付に係る調整額 － △1,014 

その他の包括利益合計 △189,220 100,296 

四半期包括利益 86,234 221,572 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 86,234 221,572 

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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27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 369,129 252,674 

減価償却費 155,055 168,518 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,164 2,613 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,004 △7,615 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,653 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 19,210 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,759 △93,435 

受取利息及び受取配当金 △9,144 △11,225 

支払利息 6,584 6,101 

為替差損益（△は益） 2,730 2,057 

関係会社出資金評価損 － 7,992 

売上債権の増減額（△は増加） 139,506 423,010 

たな卸資産の増減額（△は増加） 140,443 △44,264 

仕入債務の増減額（△は減少） 49,595 △128,103 

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,472 △64,679 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,741 △5,647 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 92,250 148,289 

その他 5,144 4,490 

小計 911,134 679,987 

利息及び配当金の受取額 9,388 11,103 

利息の支払額 △6,503 △6,119 

法人税等の支払額 △254,560 △91,110 

営業活動によるキャッシュ・フロー 659,459 593,860 

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 △124,037 △145,098 

有価証券の取得による支出 － △99,651 

有価証券の償還による収入 200,000 200,000 

有形固定資産の取得による支出 △26,260 △32,685 

有形固定資産の売却による収入 36,203 － 

有形固定資産の除却による支出 － △19,001 

無形固定資産の取得による支出 △8,272 △1,247 

投資有価証券の取得による支出 △601 △601 

その他 △3,931 3,986 

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,099 △94,299 

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 － 

長期借入れによる収入 － 200,000 

長期借入金の返済による支出 △104,155 △320,440 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,617 △6,098 

配当金の支払額 △183,187 △182,220 

その他 △16 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,975 △308,763 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,726 20,710 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 256,856 211,508 

現金及び現金同等物の期首残高 2,953,638 4,139,706 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,210,494 4,351,214 
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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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