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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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 ％ 

26年８月期第１四半期  3,201  7.5  922  13.1  1,000  8.5  616  9.3

25年８月期第１四半期  2,978  △1.3  816  1.5  921  8.8  563  13.2

（注）包括利益 26年８月期第１四半期 715百万円（ ％） 14.0   25年８月期第１四半期 627百万円 （ ％） 20.7

  
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８月期第１四半期  18.00  －

25年８月期第１四半期  16.37  －

  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 

26年８月期第１四半期  35,443  32,262  91.0  942.06

25年８月期  37,054  33,088  89.3  966.18

（参考）自己資本 26年８月期第１四半期 32,262百万円   25年８月期 33,088百万円 

  
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 
25年８月期  － 0.00 － 45.00  45.00

26年８月期  －       
26年８月期（予想）   0.00 － 45.00  45.00

（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26年８月期の連結業績予想（平成25年９月１日～平成26年８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）

  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）  6,530  1.0  1,681  △5.1  1,704  △21.0  1,049  △20.6  30.63

通期  16,000  2.4  4,880  0.1  4,923  △9.1  3,030  △2.8  88.50

（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        ： 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８月期１Ｑ 38,236,000株 25年８月期 38,236,000株

②  期末自己株式数 26年８月期１Ｑ 3,989,416株 25年８月期 3,989,416株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年８月期１Ｑ 34,246,584株 25年８月期１Ｑ 34,446,597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２ページの「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。
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 当第１四半期連結累計期間における国内経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和を背景に円高水準の是正や

株価の上昇がみられ、国内景気は緩やかながら回復を感じられる状況となりましたが、新興国経済の減速懸念や

世界経済の不安定要因など、先行き不透明な状態で推移いたしました。 

 医療・介護を取り巻く環境としましては、来年４月実施の診療報酬改定に向け、政府内において議論が活発に

行われているところであります。介護報酬も含め消費税増税分の引上げ率や薬価基準と本体の一体化の問題、医

療の機能分化と連携の推進と増大する国民医療費の抑制の問題等、社会保障の新たな枠組みに向けての協議が継

続中であり、業界はその行方を静観している状況であります。 

 しかしながらメディカルウェア業界におきましては、第1四半期間では、更新が順調に実施されるなど、市場は

前期から引き続き安定したまま推移いたしました。 

 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、患者ウェアの周辺市場も好調であった結果、第1四半期連結累計期間として

過去 高の売上高・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

により影響の低減を図り、売上高総利益率は、前年同期とほぼ同水準になりました。 

 このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては32億１百万円（前年同期比7.5％

増）、営業利益は９億22百万円（同13.1％増）、経常利益は10億円（同8.5％増）、四半期純利益は６億16百万円

（同9.3％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１四半期連結会計期間末の資産合計は354億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億11百万円減少

いたしました。流動資産合計は245億89百万円となり16億57百万円減少し、主な要因は、現金及び預金の減少15

億25百万円、受取手形及び売掛金の減少７億69百万円、たな卸資産の増加４億84百万円等であります。固定資産

合計は108億53百万円となり、46百万円増加いたしました。その内訳として有形固定資産は76億９百万円となり

30百万円減少、無形固定資産は86百万円となり１百万円減少、投資その他の資産は31億57百万円となり78百万円

増加いたしました。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は31億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億85百万円減少い

たしました。流動負債合計は25億45百万円となり８億10百万円減少し、主な要因は、未払法人税等の減少９億99

百万円等であります。固定負債合計は６億35百万円となり、25百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は322億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億26百万円減

少いたしました。主な要因は、配当金の実施による15億41百万円の減少、当四半期純利益６億16百万円の計上に

よる増加であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の89.3％から91.0％となりました。 

  

  

 平成25年８月期決算発表時（平成25年10月３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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 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

（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25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,456,392 15,930,997

受取手形及び売掛金 4,622,617 3,853,407

有価証券 216,727 216,757

たな卸資産 3,524,136 4,008,406

その他 428,375 580,578

貸倒引当金 △945 △796

流動資産合計 26,247,306 24,589,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,645,514 1,618,989

機械装置及び運搬具（純額） 476,810 463,721

土地 4,692,260 4,692,260

建設仮勘定 768,220 773,457

その他（純額） 57,158 61,441

有形固定資産合計 7,639,964 7,609,870

無形固定資産 88,000 86,273

投資その他の資産   

投資有価証券 1,753,800 1,822,001

その他 1,327,718 1,337,551

貸倒引当金 △1,873 △1,871

投資その他の資産合計 3,079,645 3,157,681

固定資産合計 10,807,611 10,853,825

資産合計 37,054,917 35,443,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,385,739 1,467,227

未払法人税等 1,344,071 344,990

賞与引当金 82,032 161,080

その他 544,645 572,278

流動負債合計 3,356,488 2,545,577

固定負債   

退職給付引当金 343,365 362,757

役員退職慰労引当金 168,160 170,964

その他 98,475 101,545

固定負債合計 610,001 635,267

負債合計 3,966,490 3,180,845
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30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 31,886,514 30,961,702

自己株式 △3,401,953 △3,401,953

株主資本合計 32,768,024 31,843,213

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,709 122,588

繰延ヘッジ損益 241,693 296,528

その他の包括利益累計額合計 320,402 419,117

純資産合計 33,088,427 32,262,331

負債純資産合計 37,054,917 35,443,176
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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９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 2,978,967 3,201,320

売上原価 1,576,077 1,702,144

売上総利益 1,402,889 1,499,176

販売費及び一般管理費 586,649 576,351

営業利益 816,240 922,824

営業外収益   

受取利息 4,701 4,227

受取配当金 93 96

受取賃貸料 16,048 15,787

為替差益 91,425 62,286

雑収入 3,287 4,937

営業外収益合計 115,556 87,335

営業外費用   

固定資産賃貸費用 10,197 9,910

雑損失 1 0

営業外費用合計 10,198 9,911

経常利益 921,597 1,000,248

特別利益   

固定資産売却益 － 208

特別利益合計 － 208

特別損失   

固定資産除売却損 1,759 163

特別損失合計 1,759 163

税金等調整前四半期純利益 919,838 1,000,294

法人税、住民税及び事業税 334,925 361,119

法人税等調整額 21,101 22,889

法人税等合計 356,026 384,008

少数株主損益調整前四半期純利益 563,811 616,285

四半期純利益 563,811 616,285

ナガイレーベン株式会社（7447） 平成26年8月期第1四半期決算短信

- 6 -



（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９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 563,811 616,285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,426 43,879

繰延ヘッジ損益 50,163 54,835

その他の包括利益合計 63,589 98,715

四半期包括利益 627,400 715,000

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 627,400 715,000
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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。 

  

  

 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）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）

４．補足情報

（１）販売の状況

品目別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年９月１日 
至 平成25年11月30日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  3,164,464  107.8

 （ヘルスケアウェア）  (1,776,370)  (107.3)

 （ドクターウェア）  (504,361)  (110.7)

 （ユーティリティウェア）  (171,462)  (100.7)

 （患者ウェア）  (314,474)  (103.3)

 （手術ウェア）  (334,084)  (113.0)

 （その他）  (63,710)  (118.7)

シューズ（千円）  36,856  83.1

合計（千円）  3,201,320  107.5
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