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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株
当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

26年3月期第1四半期 3,574 2.1 771 △10.1 792 △10.2 351 △14.9
25年3月期第1四半期 3,502 1.9 857 △7.1 882 △6.4 412 5.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 376百万円 （△3.9％） 25年3月期第1四半期 391百万円 （△11.6％）

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

26年3月期第1四半期 37.55 ―
25年3月期第1四半期 44.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 37,336 32,102 86.0
25年3月期 37,006 32,240 87.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  32,102百万円 25年3月期  32,240百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 55.00 55.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 7,271 2.6 1,592 △3.6 1,618 △5.0 808 △6.4 86.36
通期 14,561 4.1 3,102 1.8 3,157 0.2 1,906 4.2 203.77



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 9,440,000 株 25年3月期 9,440,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 82,144 株 25年3月期 82,120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,357,868 株 25年3月期1Q 9,357,880 株
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（１）経営成績に関する説明 

    当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末の新政権誕生による金融緩和や各種経済対策により、

   円安株高が進行し、景気回復感が緩やかに高まってきております。しかし、雇用情勢や所得環境は、依然として、

   厳しい状況が続いており、不透明な状況下で推移したといえます。 

       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、診療報酬改定が定期的に実施されております。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3,574百万円（前年同四半期比

  2.1％増）、連結営業利益は771百万円（同10.1％減）、連結経常利益は792百万円（同10.2％減）、連結四半期純 

  利益は351百万円（同14.9％減）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、1,309百万円（前年同四半期比0.8％減）となりました。静脈留置針類におきまして

  は、977百万円（同5.1％増）となりました。アンギオ類におきましては、1,278百万円（同2.7％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）財政状態に関する説明 

 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、330百万円増加し37,336百万円となりました。 

 流動資産は同241百万円増の27,553百万円、固定資産は同88百万円増の9,783百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加60百万円、繰延税金資産の増加58百万円等によるもので

す。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、468百万円増加し5,234百万円となりました。 

 流動負債は同440百万円増の3,066百万円、固定負債は同28百万円増の2,168百万円となりました。 

 流動負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加95百万円等によるものです。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、138百万円減少し32,102百万円となりました。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163百万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86.0％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明   

 平成25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、種々の複合

的な要因により、増加傾向が続く医療費抑制を目的として、昨年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、大きな影響を受けております。 

 当社グループにおきましては、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は、上記の顧客ニーズ

を的確に捉え、また、効率化を推進して参ります。 

    通期の業績予想につきましては、連結売上高14,561百万円（前年同期比4.1％増）、連結営業利益3,102百万円 

   （同1.8％増）、連結経常利益3,157百万円（同0.2％増）、連結当期純利益1,906百万円（同4.2％増）を計画してお

     ります。 

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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 該当事項はありません。 

   

   

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,312,628 20,303,200

受取手形及び売掛金 3,436,933 3,497,761

金銭の信託 1,500,000 1,500,000

商品及び製品 631,420 657,943

仕掛品 841,979 839,615

原材料及び貯蔵品 292,248 298,109

繰延税金資産 195,249 254,035

その他 101,594 203,071

貸倒引当金 △349 △355

流動資産合計 27,311,705 27,553,382

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,305,860 3,255,402

機械装置及び運搬具（純額） 1,166,761 1,143,402

工具、器具及び備品（純額） 1,174,504 1,186,754

土地 2,510,141 2,507,850

建設仮勘定 133,453 259,045

有形固定資産合計 8,290,721 8,352,456

無形固定資産 30,758 28,392

投資その他の資産   

投資有価証券 390,556 429,918

保険積立金 68,037 68,037

繰延税金資産 667,088 660,055

その他 253,810 250,537

貸倒引当金 △6,001 △6,001

投資その他の資産合計 1,373,491 1,402,546

固定資産合計 9,694,971 9,783,395

資産合計 37,006,676 37,336,778
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,431,380 1,526,899

未払法人税等 405,359 389,717

賞与引当金 289,293 150,570

その他 500,178 999,068

流動負債合計 2,626,211 3,066,255

固定負債   

退職給付引当金 223,375 247,759

役員退職慰労引当金 1,136,981 1,130,346

訴訟損失引当金 129,938 129,938

資産除去債務 10,168 10,168

その他 639,197 649,802

固定負債合計 2,139,660 2,168,014

負債合計 4,765,872 5,234,269

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 20,770,431 20,607,142

自己株式 △190,433 △190,515

株主資本合計 32,199,833 32,036,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,970 66,045

その他の包括利益累計額合計 40,970 66,045

純資産合計 32,240,803 32,102,508

負債純資産合計 37,006,676 37,336,778
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,502,295 3,574,671

売上原価 1,877,566 1,965,657

売上総利益 1,624,729 1,609,013

販売費及び一般管理費 767,134 837,740

営業利益 857,594 771,272

営業外収益   

受取利息 4,986 2,887

受取配当金 4,481 4,654

受取地代家賃 8,053 8,357

その他 10,892 8,679

営業外収益合計 28,413 24,578

営業外費用   

支払利息 2,310 2,400

減価償却費 730 684

その他 327 451

営業外費用合計 3,368 3,536

経常利益 882,640 792,314

特別損失   

固定資産除却損 0 36

減損損失 1,320 2,291

特別損失合計 1,320 2,327

税金等調整前四半期純利益 881,319 789,986

法人税、住民税及び事業税 517,417 504,632

法人税等調整額 △48,786 △66,040

法人税等合計 468,631 438,591

少数株主損益調整前四半期純利益 412,688 351,394

四半期純利益 412,688 351,394
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 412,688 351,394

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,017 25,075

その他の包括利益合計 △21,017 25,075

四半期包括利益 391,670 376,470

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 391,670 376,470

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。 

   

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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