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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（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 ％ 

25年８月期第３四半期  12,433  3.4  4,005  7.1  4,637  21.0  2,857  28.7

24年８月期第３四半期  12,023  5.3  3,741  7.1  3,834  9.9  2,220  9.4

（注）包括利益 25年８月期第３四半期 3,225百万円（ ％） 42.5   24年８月期第３四半期 2,263百万円 （ ％） 9.2

  
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 

25年８月期第３四半期  83.13  －

24年８月期第３四半期  64.46  －

  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 

25年８月期第３四半期  36,547  32,870  89.9  959.83

24年８月期  34,988  31,080  88.8  902.29

（参考）自己資本 25年８月期第３四半期 32,870百万円   24年８月期 31,080百万円 

  
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 

24年８月期  － 0.00 － 35.00  35.00

25年８月期  － 0.00 －    

25年８月期（予想）      35.00  35.00

（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25年８月期の連結業績予想（平成24年９月１日～平成25年８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  15,450  1.8  4,834  4.1  4,886  2.1  2,991  26.1  87.05

（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 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料の３ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計

上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期３Ｑ 38,236,000株 24年８月期 38,236,000株

②  期末自己株式数 25年８月期３Ｑ 3,989,416株 24年８月期 3,789,371株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期３Ｑ 34,369,216株 24年８月期３Ｑ 34,446,649株

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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

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、添付資料の２ぺージの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定

性的情報」をご覧ください。



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  8

（１）販売の状況 …………………………………………………………………………………………………………  8

ナガイレーベン株式会社（7447） 平成25年8月期　第3四半期決算短信

- 1 -



 当第３四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災からの復旧・復興需要を背景に、穏やかな景気

回復の動きが継続し、平成24年12月の政権交代後のデフレ脱却に向けての金融緩和と景気回復のための政策効果

への期待感から、一時的には円安基調への転換や株価の回復等も見られましたが、急激な変化の反動もあり、方

向性の定まらない状況で推移いたしました。 

 医療・介護業界におきましては、前年４月実施の診療報酬及び介護報酬のプラス改定を受け、業界は安定化し

つつあります。しかしながら、増大する社会保障費の抑制及び財源確保の問題、消費税増税分の診療・介護報酬

への反映課題、TPP参加後の制度見直しによる業界への影響など、今後対応すべき課題は山積されており、中長期

的には未だ不透明感が強い環境下にあるものと思われます。 

 メディカルウェア業界におきましては、市場の安定を背景に概ね業界は順調でありました。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、主力のヘルスケアウェア、ドクターウェ

アが順調に拡大し、また手術ウェアも前年同期比二桁の売上増となった結果、第３四半期累計として４期連続過

去 高の売上・営業利益を達成することとなりました。 

 生産に関する状況といたしましては、各種原材料・加工賃の上昇及び、円安の急激な進行の影響を受ける一

方、当社グループにおきましては、海外シフト率の向上及び為替リスクヘッジのための先物予約による円高効果

により売上高総利益率は、昨年を上回る47.1％を確保できました。営業外収支といたしましては、外貨預金の為

替差益増加等により、前年同期比５億39百万円好転いたしました。 

 また、平成25年２月に株主還元の一環として、取得株式総数20万株、取得価格総額２億29百万円の自己株式を

取得いたしました。 

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては124億33百万円（前年同期比3.4％

増）、営業利益は40億５百万円（同7.1％増）、経常利益は46億37百万円（同21.0％増）、四半期純利益は28億57

百万円（同28.7％増）を計上いたしました。  

  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。 
  

① 資産、負債及び純資産の状況  

（資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は365億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億58百万円増加

いたしました。流動資産合計は257億11百万円となり５億15百万円増加し、主な要因は、受取手形及び売掛金の

増加20億４百万円、現金及び預金の減少９億55百万円、有価証券の減少４億99百万円等であります。固定資産合

計は108億36百万円となり、10億43百万円増加いたしました。その内訳として有形固定資産は76億48百万円とな

り３億31百万円増加、無形固定資産は90百万円となり４百万円増加、投資その他の資産は30億97百万円となり７

億７百万円増加いたしました。 

（負債）  

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は36億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億31百万円減少い

たしました。流動負債合計は30億53百万円となり２億86百万円減少し、主な要因は、未払法人税等の減少３億７

百万円等であります。固定負債合計は６億23百万円となり、55百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は328億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億90百万円増

加いたしました。主な要因は、当四半期純利益28億57百万円の計上等による増加、配当金の実施12億５百万円等

による減少であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の88.8％から89.9％となりました。 

  

  

 平成24年８月期決算発表時（平成24年10月１日）の予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産のうち定率法を採用するものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 なお、これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,627,769 15,671,945

受取手形及び売掛金 4,219,658 6,223,710

有価証券 716,590 216,698

たな卸資産 3,396,201 3,202,562

その他 237,740 399,618

貸倒引当金 △2,125 △3,151

流動資産合計 25,195,835 25,711,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,793,038 1,714,982

機械装置及び運搬具（純額） 501,818 505,415

土地 4,962,615 4,962,615

建設仮勘定 24,424 410,481

その他（純額） 34,871 54,664

有形固定資産合計 7,316,768 7,648,159

無形固定資産 86,325 90,503

投資その他の資産   

投資有価証券 1,665,205 1,755,570

その他 726,748 1,344,308

貸倒引当金 △1,902 △2,003

投資その他の資産合計 2,390,051 3,097,875

固定資産合計 9,793,146 10,836,539

資産合計 34,988,981 36,547,923

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,362,891 1,401,145

未払法人税等 1,353,288 1,045,814

賞与引当金 81,933 151,928

その他 542,448 455,076

流動負債合計 3,340,561 3,053,964

固定負債   

退職給付引当金 321,402 343,415

役員退職慰労引当金 153,500 163,379

その他 92,641 116,224

固定負債合計 567,544 623,019

負債合計 3,908,105 3,676,983
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,925,273 1,925,273

資本剰余金 2,358,190 2,358,190

利益剰余金 29,972,867 31,624,434

自己株式 △3,172,297 △3,401,953

株主資本合計 31,084,034 32,505,945

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 173 58,037

繰延ヘッジ損益 △3,331 306,957

その他の包括利益累計額合計 △3,157 364,994

純資産合計 31,080,876 32,870,939

負債純資産合計 34,988,981 36,547,923
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 12,023,845 12,433,580

売上原価 6,416,173 6,580,880

売上総利益 5,607,672 5,852,700

販売費及び一般管理費 1,866,300 1,847,254

営業利益 3,741,372 4,005,445

営業外収益   

受取利息 13,359 14,494

受取配当金 3,578 3,597

受取賃貸料 51,857 44,872

為替差益 54,854 571,069

雑収入 10,085 30,350

営業外収益合計 133,735 664,384

営業外費用   

固定資産賃貸費用 39,599 30,591

雑損失 1,339 1,742

営業外費用合計 40,939 32,333

経常利益 3,834,168 4,637,497

特別利益   

固定資産売却益 19 －

投資有価証券売却益 58 －

特別利益合計 78 －

特別損失   

固定資産除売却損 9,614 10,248

投資有価証券評価損 289 －

減損損失 149 －

特別損失合計 10,053 10,248

税金等調整前四半期純利益 3,824,193 4,627,248

法人税、住民税及び事業税 1,582,381 1,781,077

法人税等調整額 21,247 △11,028

法人税等合計 1,603,628 1,770,049

少数株主損益調整前四半期純利益 2,220,564 2,857,199

四半期純利益 2,220,564 2,857,199
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,220,564 2,857,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,048 57,863

繰延ヘッジ損益 53,597 310,288

その他の包括利益合計 42,549 368,152

四半期包括利益 2,263,113 3,225,351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,263,113 3,225,351
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 該当事項はありません。 

  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

 ①販売実績 

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、品目別情報を記載し

ております。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）販売の状況

品目別 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  12,226,926  103.6

 （ヘルスケアウェア）  (7,252,745)  (103.0)

 （ドクターウェア）  (2,086,015)  (104.4)

 （ユーティリティウェア）  (659,739)  (96.0)

 （患者ウェア）  (931,060)  (102.3)

 （手術ウェア）  (1,090,918)  (110.7)

 （その他）  (206,447)  (113.5)

シューズ（千円）  206,653  93.8

合計（千円）  12,433,580  103.4
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