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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第３四半期 35,535 4.5 947 0.7 958 1.6 652 0.5

2022年３月期第３四半期 34,001 11.5 940 59.4 944 60.5 649 62.8

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

2023年３月期第３四半期 62.92 62.81

2022年３月期第３四半期 62.92 62.74
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 23,348 9,019 38.6

2022年３月期 22,210 8,587 38.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 9,007百万円 2022年３月期 8,575百万円
　

　

　

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

2022年３月期 － 0.00 － 25.00 25.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３月期(予想) 25.00 25.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023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 50,537 11.1 1,200 △4.2 1,200 △4.7 800 △7.2 77.20
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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）詳細は、添付資料６ページ「２．四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する
　 注記事項（会計方針の変更）」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) 2023年３月期３Ｑ 10,780,000株 2022年３月期 10,780,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 388,944株 2022年３月期 426,244株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 10,372,034株 2022年３月期３Ｑ 10,322,220株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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将来に関する記述は、当社が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の経済は、新型コロナウイルス感染症による様々な行動制限が緩和され、

Withコロナに向けた各種政策の展開に伴い社会経済活動との両立が加速したことから緩やかな回復傾向にありま

したが、ウクライナ情勢の長期化や資源価格の高騰、歴史的な円安の進行などにより物価が上昇したほか、世界

的な景気減速の影響を受けた外需の低迷が懸念されるなど、先行きは依然として不透明な状況が続いておりま

す。

　医療機器業界におきましては、医療機関における医療提供体制の拡充に伴い新型コロナウイルス感染症の影響

は以前より減少しましたが、感染拡大時には病床がひっ迫し、待機的な症例は延期せざるを得ない状況が続いて

いることから、引き続き厳しい事業環境となっております。

このような情勢のもと、当社では、社員の感染リスクを軽減するためのあらゆる対策を講じ、医療の安全、安

心のために安定して商品を供給し続けることを使命とし企業活動を行ってまいりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は35,535,084千円(前年同四半期比4.5％増)、営業利益は

947,163千円(前年同四半期比0.7％増)、経常利益は958,899千円(前年同四半期比1.6％増)、四半期純利益は

652,649千円(前年同四半期比0.5％増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 不整脈事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、症例数の一時的な減少傾向が依然として残っているものの、医療

機関における医療提供体制の拡充に伴い全体的には回復傾向となりました。その結果、ＩＣＤ（植込み型除細動

器）、電極カテーテル、心腔内超音波プローブ等の主力商品の販売数量が増加し、売上高は30,465,355千円(前年

同四半期比3.3％増)、セグメント利益は3,413,277千円(前年同四半期比5.3％増)となりました。

② 虚血事業

販売代理店業として扱っている商品の売上が増加したものの、利益率の高い輸入総代理店業として取り扱って

いたエキシマレーザ血管形成システムの日本国内における製造販売業の承認が移管されたことから、当第３四半

期累計期間の売上高は2,425,722千円(前年同四半期比4.6％増)、セグメント利益は280,834千円(前年同四半期比

36.1％減)となりました。

③ その他

外科、脳外科関連商品等が好調に推移したことから、当第３四半期累計期間の売上高は2,644,006千円(前年同

四半期比21.4％増)、セグメント利益は301,934千円(前年同四半期比22.6％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ1,201,721千円増加し、22,029,148千円とな

りました。これは主に、売上高の増加により現金及び預金が664,919千円、商品が490,648千円増加したことによ

るものであります。固定資産は、前事業年度末に比べ63,920千円減少し、1,319,395千円となりました。これは主

に、繰延税金資産が6,000千円増加し、営業用デモ機、営業用レンタル機の償却、当社が保有していた土地の売却

等により、有形固定資産が73,378千円減少したことによるものであります。

これらの結果、当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ1,137,801千円増加し、

23,348,544千円となりました。

(負債)

当第３四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ678,426千円増加し、13,818,648千円となり

ました。これは主に、買掛金が941,504千円増加し、未払法人税等が216,000千円減少したことによるものであり

ます。固定負債は、前事業年度末に比べ28,013千円増加し、510,815千円となりました。これは、退職給付引当金

が34,020千円増加し、その他が6,006千円減少したことによるものであります。

これらの結果、当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ706,440千円増加し、

14,329,464千円となりました。
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(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ431,360千円増加し、9,019,079千円とな

りました。これは主に、四半期純利益により652,649千円増加し、剰余金の配当により258,843千円減少したこと

によるものであります。

これらの結果、自己資本比率は38.6％(前事業年度末は38.6％)となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期通期の業績予想につきましては、2022年５月16日公表の「2022年３月期決算短信」における業績

予想から変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,846,380 8,511,300

受取手形、売掛金及び契約資産 10,053,308 10,051,834

電子記録債権 1,501,414 1,569,899

商品 1,030,039 1,520,688

その他 396,884 376,026

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 20,827,427 22,029,148

固定資産

有形固定資産 761,425 688,047

無形固定資産 25,034 24,444

投資その他の資産

投資有価証券 30,000 30,000

差入保証金 199,408 200,257

繰延税金資産 353,000 359,000

その他 14,447 17,645

投資その他の資産合計 596,855 606,903

固定資産合計 1,383,315 1,319,395

資産合計 22,210,742 23,348,544

負債の部

流動負債

買掛金 12,104,793 13,046,297

未払法人税等 325,000 109,000

賞与引当金 298,754 137,330

その他 411,674 526,020

流動負債合計 13,140,222 13,818,648

固定負債

退職給付引当金 425,774 459,794

その他 57,027 51,021

固定負債合計 482,801 510,815

負債合計 13,623,024 14,329,464

純資産の部

株主資本

資本金 344,457 344,457

資本剰余金 314,730 314,730

利益剰余金 8,365,426 8,758,079

自己株式 △448,931 △409,655

株主資本合計 8,575,682 9,007,612

新株予約権 12,036 11,466

純資産合計 8,587,718 9,019,079

負債純資産合計 22,210,742 23,348,544
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 34,001,392 35,535,084

売上原価 30,072,943 31,539,038

売上総利益 3,928,448 3,996,046

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 100 -

給料及び手当 1,138,638 1,146,206

賞与引当金繰入額 138,072 137,330

退職給付費用 58,682 62,751

その他 1,652,184 1,702,594

販売費及び一般管理費合計 2,987,678 3,048,882

営業利益 940,769 947,163

営業外収益

受取利息 62 831

為替差益 2,274 4,534

その他 2,272 6,433

営業外収益合計 4,609 11,799

営業外費用

支払利息 0 62

その他 1,190 -

営業外費用合計 1,190 62

経常利益 944,187 958,899

特別利益

固定資産売却益 99 809

特別利益合計 99 809

特別損失

固定資産除却損 17 2,674

特別損失合計 17 2,674

税引前四半期純利益 944,270 957,035

法人税、住民税及び事業税 276,904 310,385

法人税等調整額 17,900 △6,000

法人税等合計 294,804 304,385

四半期純利益 649,465 652,649
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下、「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

とといたしました。これによる四半期財務諸表への影響はありません。

　


