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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 7,255 2.4 1,590 △3.7 1,638 △3.8 816 △5.4
25年3月期第2四半期 7,088 0.8 1,651 △10.5 1,703 △9.6 863 △1.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 844百万円 （△0.7％） 25年3月期第2四半期 850百万円 （△5.3％）

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2四半期 87.30 ―
25年3月期第2四半期 92.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 37,762 32,570 86.2
25年3月期 37,006 32,240 87.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  32,570百万円 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 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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 
（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Ｐ３「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。 
 
（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法について） 
 当社は、平成25年11月22日（金）に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。 
その模様及び説明内容（音声）については、当日使用する四半期決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※  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2Q 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2Q 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2Q 9,357,862 株 25年3月期2Q 9,357,880 株
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（１）経営成績に関する説明 

    当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策への期待感から、円安・株高が進

   行し、企業業績改善と設備投資意欲の高まりが見えるなど景気回復の兆しが現れつつあるように思われます。しか

   しながら、世界経済の減速による景気の下振れ懸念も根強いなど、国内景気の先行きには慎重な見方も続いており

   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２四半期連結累計期間の連結売上高は7,255百万円（前年同四半期比 

  2.4％増）、連結営業利益は1,590百万円（同3.7％減）、連結経常利益は1,638百万円（同3.8％減）、連結四半期 

  純利益は816百万円（同5.4％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、2,709百万円（前年同四半期比0.7％増）となりました。静脈留置針類におきまして

  は、2,019百万円（同5.6％増）となりました。アンギオ類におきましては、2,510百万円（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）財政状態に関する説明 

 当第２四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、756百万円増加し37,762百万円となりました。 

 流動資産は同625百万円増の27,937百万円、固定資産は同130百万円増の9,825百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の増加478百万円、受取手形及び売掛金の増加141百万円等によるもの

です。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、426百万円増加し5,192百万円となりました。 

 流動負債は同365百万円増の2,991百万円、固定負債は同61百万円増の2,201百万円となりました。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、329百万円増加し32,570百万円となりました。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302百万円増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は86.2％となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下に記載の 

キャッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ478百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には 

10,790百万円となりました。 

 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は1,390百万円（前年同四半期比23.3％増）となりました。内訳の主なものは、 

税金等調整前四半期純利益1,635百万円と、法人税等の支払額513百万円等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は410百万円（前年同四半期比70.8％減）となりました。内訳の主なものは、有

形固定資産の取得による支出410百万円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は514百万円（前年同四半期比0.0％増）となりました。内訳の主なものは、配当

金の支払額であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （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、医療費抑制 

      の流れに変化はなく、医療関連業界並びに当社グループにおきましても、引き続き、厳しい状況が続くものと思わ

   れます。 

 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。 

   

   

 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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,312,628 20,790,633

受取手形及び売掛金 3,436,933 3,578,456

金銭の信託 1,500,000 1,500,000

商品及び製品 631,420 535,392

仕掛品 841,979 878,130

原材料及び貯蔵品 292,248 295,121

繰延税金資産 195,249 211,355

その他 101,594 148,610

貸倒引当金 △349 △364

流動資産合計 27,311,705 27,937,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,305,860 3,203,203

機械装置及び運搬具（純額） 1,166,761 1,106,351

工具、器具及び備品（純額） 1,174,504 1,186,021

土地 2,510,141 2,507,850

建設仮勘定 133,453 380,614

有形固定資産合計 8,290,721 8,384,041

無形固定資産 30,758 26,078

投資その他の資産   

投資有価証券 390,556 433,107

保険積立金 68,037 68,271

繰延税金資産 667,088 669,771

その他 253,810 250,192

貸倒引当金 △6,001 △6,001

投資その他の資産合計 1,373,491 1,415,341

固定資産合計 9,694,971 9,825,461

資産合計 37,006,676 37,762,797
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,431,380 1,532,982

未払法人税等 405,359 745,133

賞与引当金 289,293 295,802

その他 500,178 417,719

流動負債合計 2,626,211 2,991,638

固定負債   

退職給付引当金 223,375 271,835

役員退職慰労引当金 1,136,981 1,136,987

訴訟損失引当金 129,938 129,938

資産除去債務 10,168 10,168

その他 639,197 652,182

固定負債合計 2,139,660 2,201,111

負債合計 4,765,872 5,192,749

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 21,072,659

自己株式 △190,433 △190,515

株主資本合計 32,199,833 32,501,979

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 68,068

その他の包括利益累計額合計 40,970 68,068

純資産合計 32,240,803 32,570,048

負債純資産合計 37,006,676 37,762,797
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,088,646 7,255,920

売上原価 3,886,939 4,006,911

売上総利益 3,201,706 3,249,008

販売費及び一般管理費 1,549,837 1,658,992

営業利益 1,651,868 1,590,015

営業外収益   

受取利息 9,522 6,648

受取配当金 4,593 4,780

受取地代家賃 16,102 16,895

その他 27,790 26,709

営業外収益合計 58,009 55,033

営業外費用   

支払利息 4,636 4,823

減価償却費 1,460 1,369

その他 484 594

営業外費用合計 6,580 6,787

経常利益 1,703,297 1,638,262

特別利益   

固定資産売却益 － 593

特別利益合計 － 593

特別損失   

固定資産除却損 0 1,244

減損損失 4,493 2,291

投資有価証券評価損 6,958 －

特別損失合計 11,452 3,535

税金等調整前四半期純利益 1,691,845 1,635,319

法人税、住民税及び事業税 825,542 852,649

法人税等調整額 2,628 △34,241

法人税等合計 828,171 818,408

少数株主損益調整前四半期純利益 863,673 816,911

四半期純利益 863,673 816,911
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 863,673 816,911

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,557 27,098

その他の包括利益合計 △13,557 27,098

四半期包括利益 850,116 844,009

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 850,116 844,009

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,691,845 1,635,319

減価償却費 364,248 344,970

投資有価証券評価損益（△は益） 6,958 －

固定資産除売却損益（△は益） 0 650

減損損失 4,493 2,291

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,820 48,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,204 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 15

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,536 6,509

受取利息及び受取配当金 △14,116 △11,428

支払利息 4,636 4,823

売上債権の増減額（△は増加） △119,668 △144,449

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,114 57,004

仕入債務の増減額（△は減少） △49,194 74,552

その他 860 △118,155

小計 1,938,110 1,900,569

利息及び配当金の受取額 14,133 13,151

利息の支払額 △9,156 △9,591

法人税等の支払額 △815,878 △513,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,127,209 1,390,303

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △12,500,000 △11,500,000

定期預金の払戻による収入 11,500,000 11,500,000

有形固定資産の取得による支出 △431,682 △410,237

有形固定資産の売却による収入 － 932

無形固定資産の取得による支出 △21,504 △2,415

長期貸付金の回収による収入 450 700

保険積立金の積立による支出 △232 △232

保険積立金の解約による収入 50,821 －

差入保証金の差入による支出 △2,177 △631

差入保証金の回収による収入 1,901 1,418

その他 △2,595 △487

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,405,019 △410,953

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △514,324 △514,388

自己株式の取得による支出 － △82

財務活動によるキャッシュ・フロー △514,324 △514,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,393 13,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △790,741 478,004

現金及び現金同等物の期首残高 8,971,346 10,312,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,180,604 10,790,633
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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。 

   

   

（４）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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