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（１）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年３月期 7,861 △7.8 921 △22.9 957 △20.9 675 △21.4

2020年３月期 8,523 1.4 1,194 △4.4 1,210 △2.9 859 0.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円  銭 円  銭 ％ ％ ％

2021年３月期 23.50 － 11.0 8.8 11.7

2020年３月期 29.92 － 14.5 11.0 14.0

（参考）持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円

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

2021年３月期 10,752 6,182 57.5 215.20

2020年３月期 10,997 6,081 55.3 211.69

（参考）自己資本 2021年３月期 6,182百万円 2020年３月期 6,081百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 609 △311 △492 2,170

2020年３月期 1,436 △160 △1,128 2,365

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 9.00 － 11.00 20.00 574 66.8 9.7

2021年３月期 － 9.00 － 11.00 20.00 574 85.1 9.4

2022年３月期(予想) － 9.00 － 11.00 20.00 68.4

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期（累計） 4,350 15.3 510 12.7 510 4.3 360 2.7 12.53

通期 9,000 14.5 1,200 30.3 1,200 25.4 840 24.4 29.24

１．2021年３月期の業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（２）財政状態

（３）キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）

３．2022年３月期の業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期 31,840,000株 2020年３月期 31,840,000株

②  期末自己株式数 2021年３月期 3,111,559株 2020年３月期 3,111,559株

③  期中平均株式数 2021年３月期 28,728,441株 2020年３月期 28,728,441株

※  注記事項

（１）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

（２）発行済株式数（普通株式）

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

当社は、2021年６月２日に開催を予定しておりました決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）を、新型コロナウ

イルス感染症の感染が拡大している状況を受け、中止することにいたしました。決算補足説明資料につきましては、

2021年５月14日に当社ホームページで掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直しの動きが続いているもの

の、新型コロナウイルス感染拡大の影響により依然として厳しい状況下にあり、2021年３月の緊急事態宣言の解除後

も、より感染力の強い変異株の影響から感染者数が再び増加するなど、収束時期が見通せない、先行き不透明な状況

が続いております。

　また、当社を取り巻く事業環境においても感染者数増加に伴う病床の逼迫や感染拡大状況と連動した患者の受診抑

制や手術件数の増減に影響が出るなど、依然として厳しい状況が続いております。

　各医療機関の経営環境はより一層厳しさが増してきており、医療現場においてより効率的で効果的な医療サービス

を提供できるような製品供給体制が望まれております。

　このような状況のもと、当社は、高品質製品の常時安定供給を優先事項と掲げ、医療現場と密着した営業活動の推

進、品質を確保しながらもコスト競争力をもった生産体制の構築並びに独創的な製品の研究開発活動の強化に取り組

んでまいりました。

　当事業年度の経営成績の分析は次のとおりであります。

　①　売上高

　売上高は、7,861百万円（前期比7.8％減）となりました。これは主として、新型コロナウイルス感染症の影響

による手術件数の減少に伴う当社主力製品の吸引器、注入器関連製品の販売量の減少と販売代理店の当事業年度

末時点での在庫に対する売上値引を見積もり計上したこと等によるものです。

　詳細については、添付資料12ページ「３．財務諸表及び主な注記（５）財務諸表に関する注記事項（追加情

報）」をあわせてご確認ください。

　②　営業利益

　営業利益は、921百万円（前期比22.9％減）となりました。これは主として、販促費や営業活動費の減少によ

り販売費及び一般管理費が減少したものの、売上高の減少により売上総利益が減少したこと等によるものです。

　③　経常利益

　経常利益は、957百万円（前期比20.9％減）となりました。これは主として、助成金収入が増加したものの、

営業利益が減少したこと等によるものです。

　④　当期純利益

　当期純利益は、675百万円（前期比21.4％減）となりました。これは主として、経常利益が減少したこと等に

よるものです。

（２）当期の財政状態の概況

　①　資産

　流動資産は、前事業年度末に比べて131百万円減少し、6,272百万円となりました。これは主として、電子記録

債権が168百万円、製品が120百万円、原材料が107百万円それぞれ増加したものの、受取手形が199百万円、現金

及び預金が194百万円、売掛金が107百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

　固定資産は、前事業年度末に比べて112百万円減少し、4,480百万円となりました。これは主として、有形固定

資産が75百万円、繰延税金資産が28百万円、無形固定資産が７百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

　②　負債

　流動負債は、前事業年度末に比べて435百万円減少し、3,347百万円となりました。これは主として、短期借入

金が200百万円、売上値引引当金が179百万円、電子記録債務が141百万円それぞれ増加したものの、未払費用が

266百万円、1年内返済予定の長期借入金が193百万円、支払手形が149百万円、未払金が94百万円、未払消費税が

82百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

　固定負債は、前事業年度末に比べて90百万円増加し、1,223百万円となりました。これは主として、長期借入

金が85百万円増加したこと等によるものです。

　③　純資産

　純資産は、前事業年度末に比べて100百万円増加し、6,182百万円となりました。これは主として、利益剰余金

が剰余金の配当により574百万円減少したものの、当期純利益を675百万円計上したこと等によるものです。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末に比べて194百万円減少

し、2,170百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

　①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動により得られた資金は609百万円（前期比827百万円減）となりました。これは主として、税引前当期

純利益を944百万円、減価償却費を256百万円それぞれ計上し、売上債権が138百万円減少したものの、たな卸資

産が248百万円、売上値引引当金が179百万円それぞれ増加し、法人税等を325百万円支払ったこと等によるもの

です。

　②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動により使用した資金は311百万円（前期比151百万円増）となりました。これは主として、有形固定資

産の取得により、308百万円支出したこと等によるものです。

　③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動により使用した資金は492百万円（前期比636百万円減）となりました。これは主として、長期借入れ

による収入を800百万円、短期借入れによる収入を200百万円それぞれ計上したものの、配当金を574百万円支払

い、長期借入金を908百万円返済したこと等によるものです。

（４）今後の見通し

　当社を取り巻く経営環境は、各医療機関の経営環境がより一層厳しさを増す中で、医療現場におきましては、より

効率的で効果的な医療サービスを提供できる製品供給体制が望まれております。今後、新型コロナウイルス感染拡大

により、さらなる病床の逼迫に加え、感染拡大状況と連動した患者の受診抑制や手術件数の増減に影響が出ることな

ども想定されます。

　このような状況の中で、当社は「現在の医療を見つめ明日の医療の創造を通して社会に貢献する」ことを企業理念

として掲げ、医療現場においてより効率的で効果的な医療サービスを提供できるよう医療現場と密着した独創的な製

品開発の推進とその製品供給のための営業及び販売促進活動に邁進してまいります。

　次期の見通しにつきましては、以下のとおり見込んでおります。

　売上面においては、新型コロナウイルス感染拡大による医療現場の逼迫から、当期（2021年3月期）につきまして

は医療用消耗品の販売数量減少の影響がありましたが、当第２四半期以降は緩やかに回復してきており、次期以降に

つきましても同様に回復していくものと予想しております。

　また、次期につきましては、中期的な成長エンジンとして開発を進めてまいりました新製品「バイロン（吸引器関

連）」「エイミー（注入器関連）」それぞれの本格上市を見込んでおります。

　それぞれ手術室で使用される「フィットフィックス（吸引器関連）」および主に手術後の疼痛管理に使用されるデ

ィスポ製品である「シリンジェクターPCA,バルーンジェクターPCA（注入器関連）」の次世代型製品であり、研究開

発段階から医療現場と密着し、当社の製品特徴である独創的な医療機器として新たな医療サービスを提供できる製品

として医療現場でも好評を得ている新商材であります。

　この２つの成長エンジンをもって厳しい経営環境下ながらも増収を見込んでおります。

　次に、利益面においては、新製品上市にともなう減価償却費負担や新製品PR費用の増加とさらなる新製品開発への

研究開発投資があるものの、固定費の一段の削減を進めるとともに新製品売上拡大により増益を見込んでおります。

　以上のことから、次期の業績見通しは、売上高9,000百万円（前期比14.5％増）、営業利益1,200百万円(前期比

30.3％増）、経常利益1,200百万円(前期比25.4％増）、当期純利益840百万円(前期比24.4%増）を計画しておりま

す。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営課題のひとつと位置づけ、将来にわたる事業展開のための内部

留保の確保と経営成績に裏づけされた成果の配分を中間配当及び期末配当として年２回行うことを基本方針としてお

ります。また、配当性向につきましては、安定配当をベースに60％以上の利益還元を基本方針としております。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の有望な事業分野に投下し、さらに高い利益性と成長性を実現すること

で企業価値の増大を図り、投資価値の拡大とさらなる利益還元につなげてまいりたいと考えております。

　なお、当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役

会の決議によって会社法第459条第１項各号に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。

　当期の期末配当金につきましては、2021年５月14日開催の取締役会決議により、１株当たり11円を実施させていた

だきます。すでに2020年12月１日に実施済みの中間配当金１株当たり９円とあわせまして、年間配当金は１株当たり

20円となります。

　また、次期の年間配当金は20円（中間配当金９円、期末配当金11円、予想配当性向68.4％）を予定しております。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備の負担等を

考慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,365,400 2,170,643

受取手形 406,861 207,599

電子記録債権 821,808 989,922

売掛金 1,497,712 1,390,157

製品 770,451 891,412

仕掛品 67,009 86,665

原材料 335,991 443,833

前払費用 18,237 23,090

その他 121,038 69,312

貸倒引当金 △92 △87

流動資産合計 6,404,420 6,272,550

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,104,782 2,019,367

構築物（純額） 2,105 1,744

機械及び装置（純額） 79,598 183,881

車両運搬具（純額） 163 32

工具、器具及び備品（純額） 121,426 240,247

土地 1,703,670 1,703,670

リース資産（純額） 30,983 36,804

建設仮勘定 258,197 39,343

有形固定資産合計 4,300,929 4,225,091

無形固定資産

ソフトウエア 22,510 16,620

ソフトウエア仮勘定 1,700 －

電話加入権 5,103 5,103

無形固定資産合計 29,313 21,723

投資その他の資産

出資金 10 10

長期前払費用 4,325 2,954

繰延税金資産 194,818 166,802

差入保証金 53,532 53,391

会員権 13,100 13,100

生命保険積立金 8,797 8,797

長期未収入金 13,150 13,150

貸倒引当金 △24,650 △24,650

投資その他の資産合計 263,083 233,555

固定資産合計 4,593,325 4,480,370

資産合計 10,997,746 10,752,921

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 554,793 405,109

電子記録債務 － 141,364

買掛金 411,674 411,252

短期借入金 800,000 1,000,000

１年内返済予定の長期借入金 898,032 704,034

未払金 234,311 140,220

リース債務 8,992 11,875

未払費用 445,687 179,500

未払法人税等 180,854 111,074

未払消費税等 90,789 8,089

預り金 12,337 12,178

設備関係支払手形 95,405 32,826

設備関係電子記録債務 － 561

売上値引引当金 － 179,346

資産除去債務 － 6,738

その他 49,796 2,844

流動負債合計 3,782,673 3,347,018

固定負債

長期借入金 1,091,892 1,177,859

リース債務 24,713 28,894

長期預り保証金 14,066 14,085

その他 2,789 2,789

固定負債合計 1,133,460 1,223,627

負債合計 4,916,133 4,570,645

純資産の部

株主資本

資本金 495,875 495,875

資本剰余金

資本準備金 400,875 400,875

資本剰余金合計 400,875 400,875

利益剰余金

利益準備金 23,750 23,750

その他利益剰余金

別途積立金 690,000 690,000

繰越利益剰余金 6,297,694 6,398,357

利益剰余金合計 7,011,444 7,112,107

自己株式 △1,826,582 △1,826,582

株主資本合計 6,081,612 6,182,275

純資産合計 6,081,612 6,182,275

負債純資産合計 10,997,746 10,752,921
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 8,523,354 7,861,969

売上原価

製品期首たな卸高 992,486 770,451

当期製品製造原価 4,682,462 4,684,874

当期商品仕入高 57,083 27,796

外注取付工事費 7,090 7,736

合計 5,739,123 5,490,859

他勘定振替高 179,000 96,612

製品期末たな卸高 770,451 891,412

売上原価合計 4,789,671 4,502,833

売上総利益 3,733,682 3,359,135

販売費及び一般管理費 2,539,277 2,437,919

営業利益 1,194,405 921,216

営業外収益

受取利息 0 0

受取補償金 1,507 843

助成金収入 16,459 36,072

その他 2,369 2,907

営業外収益合計 20,336 39,822

営業外費用

支払利息 4,551 3,807

その他 82 6

営業外費用合計 4,633 3,813

経常利益 1,210,107 957,225

特別損失

固定資産除却損 18,997 707

事業所移転関連費用 － 11,767

特別損失合計 18,997 12,474

税引前当期純利益 1,191,110 944,750

法人税、住民税及び事業税 322,040 241,502

法人税等調整額 9,523 28,016

法人税等合計 331,563 269,518

当期純利益 859,547 675,231

（２）損益計算書
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前事業年度

（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

Ⅰ　材料費 3,691,249 78.6 3,741,435 79.2

Ⅱ　労務費 523,223 11.1 477,397 10.1

Ⅲ　経費 ※１ 480,651 10.3 503,826 10.7

当期総製造費用 4,695,124 100.0 4,722,660 100.0

期首仕掛品たな卸高 101,724 67,009

合計 4,796,849 4,789,670

期末仕掛品たな卸高 67,009 86,665

他勘定振替高 ※２ 47,377 18,129

当期製品製造原価 4,682,462 4,684,874

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

減価償却費 190,324 184,888

荷造運賃費 107,071 127,080

工場消耗品費 33,468 32,178

修繕費 24,410 16,371

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

販売費及び一般管理費 2,158 3,281

その他 45,218 14,848

計 47,377 18,129

製造原価明細書

（注）※１　主な内訳は、次のとおりであります。

※２　他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 495,875 400,875 400,875 23,750 690,000 5,983,988 6,697,738

当期変動額

剰余金の配当 △545,840 △545,840

当期純利益 859,547 859,547

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － 313,706 313,706

当期末残高 495,875 400,875 400,875 23,750 690,000 6,297,694 7,011,444

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △1,826,582 5,767,905 5,767,905

当期変動額

剰余金の配当 △545,840 △545,840

当期純利益 859,547 859,547

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

－

当期変動額合計 － 313,706 313,706

当期末残高 △1,826,582 6,081,612 6,081,612

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 495,875 400,875 400,875 23,750 690,000 6,297,694 7,011,444

当期変動額

剰余金の配当 △574,568 △574,568

当期純利益 675,231 675,231

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － 100,663 100,663

当期末残高 495,875 400,875 400,875 23,750 690,000 6,398,357 7,112,107

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △1,826,582 6,081,612 6,081,612

当期変動額

剰余金の配当 △574,568 △574,568

当期純利益 675,231 675,231

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

－

当期変動額合計 － 100,663 100,663

当期末残高 △1,826,582 6,182,275 6,182,275

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,191,110 944,750

減価償却費 253,178 256,517

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △5

売上値引引当金の増減額(△は減少） － 179,346

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 4,551 3,807

売上債権の増減額（△は増加） △132,243 138,703

たな卸資産の増減額（△は増加） 326,411 △248,458

仕入債務の増減額（△は減少） 129,657 △8,740

事業所移転関連費用 － 11,767

固定資産除却損 18,997 707

助成金収入 △16,459 △36,072

未収入金の増減額（△は増加） △51,102 31,808

未払金の増減額（△は減少） △62,039 7,389

未払費用の増減額（△は減少） △692 △266,186

未払又は未収消費税等の増減額 78,733 △82,700

その他 △54,075 6,228

小計 1,686,034 938,862

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △4,558 △3,692

法人税等の支払額 △288,316 △325,998

助成金の受取額 43,745 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,436,905 609,170

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 △162,262 △308,098

無形固定資産の取得による支出 △6,900 △3,949

差入保証金の差入による支出 － △733

差入保証金の回収による収入 44,467 874

資産除去債務の履行による支出 △35,800 －

その他 △269 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,764 △311,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 600,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △873,998 △908,031

配当金の支払額 △546,127 △574,884

短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 200,000

リース債務の返済による支出 △8,220 △9,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,128,346 △492,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,795 △194,757

現金及び現金同等物の期首残高 2,217,605 2,365,400

現金及び現金同等物の期末残高 2,365,400 2,170,643

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（追加情報）

　当社の顧客が当社製品をユーザーに販売した後、値引の請求を顧客から受ける場合があり、同一製品であっても、

顧客がどのユーザーに販売するかによって値引額は変動することとなります。

　従来、当該値引は、顧客からユーザーへの販売が完了し、値引額が確定した時点で、売上高から控除しておりまし

たが、顧客の販売実績をより速やかに把握する施策等を進める中で、顧客が保有する在庫情報の把握が可能となった

ことにより、その在庫情報から将来的に発生が見込まれる値引額の合理的な見積りが当事業年度において可能となり

ました。

　また、特に主力製品の値引率は上昇傾向であり、値引額の重要性は徐々に高まっています。

　これらの事実をうけて、当事業年度末より、事業年度末時点で顧客が保有する在庫から将来的に発生が見込まれる

未確定の値引額を見積り、売上高から控除するという会計処理を行っております。

　この結果、当事業年度における売上高が179,346千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ同額減少しております。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

吸引器

関連

注入器

関連

電動ポンプ

関連

手洗い設備

関連
その他 合計

外部顧客への

売上高
5,434,409 1,985,714 153,541 618,622 331,066 8,523,354

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社の事業は、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

【関連情報】

　前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

２　地域ごとの情報

（1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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（単位：千円）

吸引器

関連

注入器

関連

電動ポンプ

関連

手洗い設備

関連
その他 合計

外部顧客への

売上高
5,128,211 1,686,565 181,375 547,343 318,473 7,861,969

　当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

２　地域ごとの情報

（1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　当社の事業は、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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前事業年度

（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり純資産額 211.69円 215.20円

１株当たり当期純利益金額 29.92円 23.50円

項目

前事業年度

（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 859,547 675,231

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 859,547 675,231

普通株式の期中平均株式数（株） 28,728,441 28,728,441

項目
前事業年度

（2020年３月31日）

当事業年度

（2021年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 6,081,612 6,182,275

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,081,612 6,182,275

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
28,728,441 28,728,441

（１株当たり情報）

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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