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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3月期第1四半期 3,502 1.9 857 △7.1 882 △6.4 412 5.2
24年3月期第1四半期 3,437 2.0 923 15.7 943 13.6 392 0.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 391百万円 （△11.6％） 24年3月期第1四半期 443百万円 （19.5％）

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3月期第1四半期 441.01 ―
24年3月期第1四半期 419.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 35,919 30,777 85.7
24年3月期 35,960 30,900 85.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  30,777百万円 24年3月期  30,900百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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3月期 ― 0.00 ― 550.00 550.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 550.00 550.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 7,101 1.0 1,665 △9.8 1,699 △9.8 860 △1.8 919.18
通期 14,730 4.3 3,311 △9.7 3,375 △9.9 2,026 △0.3 2,165.62



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ３「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。 

(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 
 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、四半期連結財務諸表に対
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 
 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Ｐ２「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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 944,000 株 24年3月期 944,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 8,212 株 24年3月期 8,212 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 935,788 株 24年3月期1Q 935,788 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした緩やかな設備投

   資増加傾向はあるものの、全体観に大きな変化はなく、依然として、厳しい状況で推移しました。 

    当社グループの属する医療関連業界におきましては、持続可能な医療保険制度を堅持し、効率的かつ効果的な医

   療資源の配分の重要性を踏まえ、平成24年度の診療報酬改定が行われています。平成24年度の診療報酬の本体部分

   は、プラス改定となりましたが、診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体（ネット）の改定率に変化はありませ 

   ん。医療を取り巻く環境は、引き続き厳しく、関連各企業におきましては、強く効率化の推進が必要とされる状況

   にあります。     

    このような事業環境下におきまして、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は3,502百万円（前年同四半期比 

   1.9％増）、連結営業利益は857百万円（同7.1％減）、連結経常利益は882百万円（同6.4％減）、連結四半期純利 

   益は412百万円（同5.2％増）となりました。 

    当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりであります。   

    人工透析類におきましては、1,320百万円（前年同四半期比4.2％減）となりました。静脈留置針類におきまして

   は、当社の開発した止血弁付安全静脈留置針の販売数量増加により、929百万円（同12.9％増）となりました。ア 

      ンギオ類におきましては、1,245百万円（同1.6％増）となりました。 

    なお、当社グループは、医療機器の製造・販売事業の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。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。  

 総資産は前連結会計年度末に比べ、41百万円減少し35,919百万円となりました。 

 流動資産は同80百万円減の26,141百万円、固定資産は同39百万円増の9,777百万円となりました。 

 流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少258百万円、たな卸資産の増加92百万円、繰延税金資産の増加 

 48百万円等によるものです。 

 固定資産増加の主な要因は、有形固定資産が41百万円増加したこと等によるものです。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、81百万円増加し5,141百万円となりました。 

 流動負債は同76百万円増の3,183百万円、固定負債は同５百万円増の1,958百万円となりました。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、123百万円減少し30,777百万円となりました。この主な要因は、当四

半期純利益の計上と配当金の支払いにより、差引き利益剰余金が162百万円減少したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は85.7％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成24年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。通期の見通しにつきましては、平成24年４

   月、保険償還価格の改定が行われ、医療関連業界並びに当社グループにおきましても、大きな影響を及ぼすものと

   予想されます。製造部門・販売部門が一体となり、医療現場でのニーズを的確に把握し、新製品を開発、上市する

   事により、商品を差別化し、拡販してまいります。製造部門におきましても、引き続き、原価低減に努めてまいり

   ます。また、平成24年３月28日に開示させて頂いた通り、透析シャント用ＮＦ－κＢデコイオリゴ塗布型ＰＴＡバ

   ルーンカテーテルの臨床試験を開始する予定であり、販売費及び一般管理費の増加が予想されます。 

    通期の業績予想につきましては、連結売上高14,730百万円（前年同期比4.3％増）、保険償還価格の改定や上記 

   販売費及び一般管理費の増加等の要因により、連結営業利益3,311百万円（同9.7％減）、連結経常利益3,375百万 

   円（同9.9％減）、連結当期純利益2,026百万円（同0.3％減）を計画しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  会計方針の変更 

  （減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後 

 に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,971,346 19,713,149

受取手形及び売掛金 3,487,955 3,469,343

金銭の信託 500,000 500,000

商品及び製品 779,963 804,514

仕掛品 772,302 821,584

原材料及び貯蔵品 263,888 282,287

繰延税金資産 226,093 274,806

その他 220,983 276,625

貸倒引当金 △354 △351

流動資産合計 26,222,178 26,141,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,420,561 3,391,951

機械装置及び運搬具（純額） 1,245,647 1,318,427

工具、器具及び備品（純額） 1,190,156 1,196,274

土地 2,499,235 2,513,314

建設仮勘定 164,324 141,478

有形固定資産合計 8,519,925 8,561,447

無形固定資産 18,443 36,028

投資その他の資産   

投資有価証券 358,502 325,325

保険積立金 109,409 109,409

繰延税金資産 617,491 629,722

その他 120,330 121,287

貸倒引当金 △6,001 △6,001

投資その他の資産合計 1,199,731 1,179,744

固定資産合計 9,738,100 9,777,219

資産合計 35,960,278 35,919,180
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,638,151 1,570,948

未払法人税等 711,324 405,031

賞与引当金 287,782 154,666

その他 469,850 1,053,207

流動負債合計 3,107,109 3,183,853

固定負債   

退職給付引当金 238,339 236,090

役員退職慰労引当金 1,086,626 1,089,246

資産除去債務 9,024 9,064

その他 618,948 623,707

固定負債合計 1,952,938 1,958,108

負債合計 5,060,048 5,141,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 19,515,521 19,352,636

自己株式 △190,433 △190,433

株主資本合計 30,944,923 30,782,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,196 △4,820

為替換算調整勘定 △60,889 －

その他の包括利益累計額合計 △44,693 △4,820

純資産合計 30,900,230 30,777,217

負債純資産合計 35,960,278 35,919,180
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,437,370 3,502,295

売上原価 1,745,041 1,877,566

売上総利益 1,692,328 1,624,729

販売費及び一般管理費 768,866 767,134

営業利益 923,461 857,594

営業外収益   

受取利息 4,138 4,986

受取配当金 4,134 4,481

受取地代家賃 7,547 8,053

その他 7,499 10,892

営業外収益合計 23,319 28,413

営業外費用   

支払利息 2,255 2,310

減価償却費 787 730

その他 285 327

営業外費用合計 3,328 3,368

経常利益 943,452 882,640

特別損失   

投資有価証券評価損 66,795 －

固定資産除却損 474 0

減損損失 1,267 1,320

その他 375 －

特別損失合計 68,911 1,320

税金等調整前四半期純利益 874,540 881,319

法人税、住民税及び事業税 543,528 517,417

法人税等調整額 △61,215 △48,786

法人税等合計 482,313 468,631

少数株主損益調整前四半期純利益 392,227 412,688

四半期純利益 392,227 412,688
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 392,227 412,688

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,869 △21,017

為替換算調整勘定 18,130 －

その他の包括利益合計 50,999 △21,017

四半期包括利益 443,227 391,670

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 443,227 391,670

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

  当社グループは、医療機器の製造・販売事業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。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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